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アフリカ開発銀行グループ

の概要
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アフリカにおける貧困削減と生活環境改善に注力

AfDBグループ： 共通の目標を掲げる、法的かつ財政的に独立した3つの機関で構成

アフリカ開発銀行（AfDB）

• 1964年設立
• 81の加盟国
• 授権資本：2,090億米ドル
• 資本市場から資金を調達
• バーゼル IIに基づくリスクウェイトは0%
• バーゼル IIIに基づくレベルは1

アフリカ開発基金 （ADF）

• 1972年設立、譲許的融資を行う機関
• 域外加盟国27ヵ国と域内加盟国4ヵ国が

出資
• 引受額：410億米ドル
• 低所得国が対象
• 3年ごとに資金増強

ナイジェリア信託基金 （NTF）

• ナイジェリアが1976年に設立
• 貧困国が対象
• 2023年まで存続
• 資金総額：2億4,200万米ドル

総務会
• 最高意思決定機関
• AfDB加盟国の財務大臣および国

際協力大臣で構成

総務会、理事会のいずれの決議も、
3分の2の多数か、加盟国の要求
によって70%の多数が必要。

ガバナンスと監督

理事会
• 総務会が選出する20名の常任理

事で構成（アビジャンに常駐）
• アフリカ開発銀行の一般業務を監督

4



米州

アフリカ

ヨーロッパ

中東

アジア

（2020年7月31日時点）

米国 6.350%

カナダ 3.680%

ブラジル 0.319%

アルゼンチン 0.086%

クウェート 0.428%

トルコ 0.380%

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 0.186%

日本 5.264%

中国 1.161%

韓国 0.461%

インド 0.276%

GCI-I

1976

GCI-II

1979

GCI-III

1981

GCI-IV

1987

GCI-V

1998

GCI-VI

2010

GCI-VII

2019

194 525 1,542 
14,935 

7,841 

60,485 

115,769 

一般増資の推移

（単位：百万米ドル）

第1次 第二次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次
一般増資 一般増資 一般増資 一般増資 一般増資 一般増資 一般増資
1976 1979 1981 1987 1998 2010 2019

アフリカ諸国
60%

非アフリカ諸国
40%

G7諸国の出資比率
27%

アイルランド
2020年4月

加盟

ナイジェリア 9.054%

エジプト 5.608%

南アフリカ 4.903%

アルジェリア 4.783%

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 3.662%

モロッコ 3.580%

リビア 2.251%

ガーナ 2.131%

ｺﾝｺﾞ民主共和国 1.891%

ジンバブエ 1.688%

エチオピア 1.571%

ケニア 1.396%

チュニジア 1.357%

ザンビア 1.151%

アンゴラ 1.145%

カメルーン 1.077%

セネガル 1.026%

ガボン 0.984%

タンザニア 0.843%

ボツワナ 0.749%

マダガスカル 0.636%

モーリシャス 0.627%

モザンビーク 0.595%

マリ 0.424%

コンゴ共和国 0.410%

ウガンダ 0.397%

ギニア 0.395%

ブルキナファソ 0.391%

南スーダン 0.364%

マラウイ 0.345%

ナミビア 0.333%

スーダン 0.280%

シエラレオネ 0.250%

ブルンジ 0.232%

ニジェール 0.219%

ベナン 0.194%

リベリア 0.193%

トーゴ 0.154%

ガンビア 0.143%

赤道ギニア 0.142%

ルワンダ 0.133%

エスワティニ 0.110%

レソト 0.088%

ｻﾝﾄﾒﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ 0.066%

カーボベルデ 0.062%

チャド 0.059%

モーリタニア 0.055%

中央アフリカ 0.040%

エリトリア 0.030%

ソマリア 0.029%

ジブチ 0.018%

ギニアビサウ 0.017%

セーシェル 0.012%
コモロ 0.008%

ドイツ 3.985%
フランス 3.599%
イタリア 2.326%

イギリス 1.720%
スウェーデン 1.506%
スイス 1.405%
ノルウェー 1.130%
デンマーク 1.123%
スペイン 1.015%
オランダ 0.846%
アイルランド 0.786%
ベルギー 0.615%
フィンランド 0.468%
オーストリア 0.428%
ポルトガル 0.231%
ルクセンブルク 0.198%
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ADF譲許的融資
ADFのみの融資・無償資金供与の

適格となる低所得国27ヵ国

AfDB・ADFのいずれの融資にも
適格の10ヵ国

▪ ブレンド国 ５ヵ国 (カメルーン、コートジ
ボワール、ケニア、セネガル、ザンビア) は
AfDB及びADFの両方を利用可能

▪ ADFのみ利用可能だが、2014年の信
用ポリシー改定によりAfDBのグラントも
利用可能な５ヵ国

(ベナン、ブルキナファソ、ルワンダ、タンザニ
ア、ウガ ンダ)

付加価値及び開発成果の評価：主要指標
• GDP成長率（％）
• 一人当たりGDP（2010年米ドル基準）
• アフリカのガバナンスに関するモ・イブラヒム指標*¹
• 税収及び税外収入
• 性別格差指標
• 生産効率
• 水関連ショックに対する強靭性（指標）
• 難民及び国内避難民の人数

エンクレーブ融資*²

ADFの譲許的融資のみに適格な諸国で実施される
自律的で輸出志向型のプロジェクトに対する融資

民間セクター事業
付加価値と開発成果のある

有望企業や多国籍プロジェクト

• 直接融資
• クレジットライン
• 資本参加
• 保証

AfDBソブリン事業
AfDBの融資適格となる

中所得国17ヵ国

基準：
▪ 1人当たりGNI (国民総所得)
▪ 国の信用力

健全なマクロ経済状況と持続可能な債務プロファイルを

有する国々に対する選択的な金融サービスの提供

訳注
＊1：モ・イブラヒム財団が公表する指標。各国のガバナンスを４分野（①案安全と法の支配、②参加と人権、③持続的な経済機会、④人材開発）の102の指標を用いて指数化。
＊2：ADFの譲許的融資のみに適格な低所得国において、大きな外貨収入を生むことが確実かつ中長期的に十分な黒字が見込まれるプロジェクト

（例：発電、ガス・パイプライン、通信等のインフラプロジェクト）に対する融資。
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アフリカの
電化

工業化食料増産 地域統合
人々の生活の
質の向上

3 4 5 7 9 13 2 5 13 5 7 8 9 12 6 9 17 3 4 5 6 8 10 11

持続可能な開発目標(SDGs)は、アフリカで達成できなければ世界全体で達成できない

ハイファイブズ（High 5s）は、アフリカが
国連のSDGsの90%近くを達成することに
寄与し、また、アフリカ連合（AU）のア
ジェンダ2063と本質的にリンクしている

包摂的（インクルーシブ）な成長を実現し、アフリカのグリーン成長への段階的
移行を支援するため、AfDBの10ヵ年戦略を遂行

1 1 1 3 31 1
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（単位：100万米ドル）
アフリカ開発銀行グループの融資承認額と実行額

適切な投資と政策により、アフリカにおけるSDGs目標は達成可能

アフリカに真のチャンスを提供。開発を加速し、世界の他の地域と融合。

更なる効果

状況をより深く理
解 政策対話の充

実

プロジェクト管
理、質、エンゲー
ジメントの改善

融資実行・調達
プロセスを改善

他の開発パー
トナーと密接に

連携

注:
融資、無償資金、出資、緊急オペ
レーション、重債務貧困国の債務
救済、融資配分の見直し、保証、
ポスト紛争国ファシリティを含む

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,314 

8,782 

6,538 6,754 
7,316 

8,779 

10,802 

8,824 

10,125 10,095 

3,867 

4,873 5,195 4,917 4,639 4,274 

6,347 

7,727 

6,071 
5,234 

承認額 実行額
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注: 「その他」には、工業、通信、環境が含まれる

組織全体で貢献

2019年弊行グループ承諾額

運輸インフラに対
してアフリカで最
大の資金提供者

（単位：100万米ドル）

❑ アフリカ開発銀行

❑ アフリカ開発基金

❑ Special Funds

❑移行支援融資（TSF）

❑民間ｾｸﾀｰ信用強化ﾌｧｼﾘﾃｨ

❑ ナイジェリア信託基金

7,041 

1,701 

877 

442

27 

6 

1,224 

2,066 
2,124 

2,307 

2,374 
（単位：100万米ドル）

運輸 電力 金融 農業 水・衛生 複数分野 社会 その他*

2.5
2…

1…

1.1
0…

0.7
0.4 0.4

弊行グループポートフォリオ （単位：10億米ドル）

High 5s への配分比率
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アフリカ大陸全体で電力が大幅に不足

よりクリーンで、二酸化炭素排出の少ないエネルギーへの強い需要

豊富な再生可能エネルギーの潜在力太

陽光10TW、水力発電350GW、風力

110GW、地熱15GW（現在の設備容

量46GW）

再生可能エネルギーに

年間700億米ドルのイ

ンフラ投資が必要

革新的技術と

ファイナンスの仕組

みが必要

▪ 52%の家庭が電力にアクセス（2015年は45%）
▪ 9億人がクリーン調理へのアクセスがない
▪ 世界で最も電化率の低い国のうち20カ国がアフリカ
▪ 1人あたり年間エネルギー消費量は730 kWh （米国では

13,000 kWh、ヨーロッパでは6,500 kWh）

アフリカのエネル
ギー使用は世界

で最少

▪ 大陸全体で191GWの設備容量（ドイツでは204GW）
▪ 停電により、年間GDPの0.2-4%が喪失
▪ 90%の小学校で電力不足
▪ 病院・救急サービスへの障害

電力需要は
2030年までに

3倍になると推計

工業化を促進し、貧困からの脱却を目指す

エネルギーは人間の生活に必要不可欠

健康・教育の獲得へ

競争力の向上

経済的潜在力の発揮

雇用機会の創出

アフリカ大陸に必要な、信
頼でき、手の届く価格の、
環境に優しい（グリーン
な）エネルギーへのユニバー
サル・アクセス
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▪ 電線・変電所の建設・改修に投資し、エネル
ギーコスト削減、アクセス・安定性改善、投資
誘致につなげる

▪ 国境を越える相互接続プロジェクトにより、発
電容量を合理化し、余剰電力を輸出する

オフグリッド及びミニグリッドシステムによる太陽光・風力エネルギーソリューションを導入する新技術

2019年完了プロジェクト開発へのインパクト

•46.8万人に新たに電力供給

•867 kmの配電線及び送電線を新規敷設または改善

•発電容量の291 MW新規拡大、うち174 MWは再生可能エネルギー

•67.8万トンの CO2 排出を削減

リベリア‐ リベリアの電化のための再生可能エネルギー
（プロジェクト総額: 3.4億米ドル／弊行融資額: 3.3億米ドル）

発電容量9 MWのグベディン滝流れ込み式水力発電所開発。リベリア・コート
ジボワール間の国境線を連結し、孤立した遠隔地域にミニグリッドを拡張するこ
とにより、化石エネルギー使用量を大幅に削減

期待される開発成果
• 6万人の電力アクセスが改善
• 電力アクセス比率が2024年までに19％から30%へ増加
• 年間4.5万トンの CO2 排出を削減
• 1,100人分の雇用創出

再生可能エネルギー源による発電能力の拡大

コンゴ民主共和国‐グリーン・ミニグリッド・プログラム フェーズ１
（プロジェクト総額: 8.7億米ドル／弊行融資額: 2億米ドル）

クリーンなエネルギーへのアクセス改善のため発電容量3-10 MWの太
陽光PVミニグリッド3基の建設

期待される開発成果
• 15万人に裨益
• 21,200 世帯及び中小企業2,100件への電力供給
• 20年間で56万トンのCO2 排出量を削減
• 345人分の雇用創出

信頼でき、手ごろな価格の電力源
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2030年までに気候変動に適応するため、アフリカは年間1500～3500億米ドルを必要としている

アフリカを異常気象から守る

成長・開発に向けた計画により、気候変動への強靭性を構築

リスク：非常に高い 低い高い 中程度

気候変動リスクは最も貧しく
脆弱なコミュニティを脅かす

▪ 海面上昇、干ばつ・洪水
の増加

▪ 農業の生産性、食料の安
定供給の妨害

▪ 水・エネルギー安全保障
への脅威

▪ 貧困状況の悪化
▪ ソブリン格付への影響

世界で最も脆弱な
5カ国のうち 4カ国

がアフリカ

アフリカの温室効果ガ
ス排出量は世界全体

の2%未満

世界の気候変動
関連ファイナンスの
うちアフリカ向けは

3%未満
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13

ベナン‐コトヌー雨水排水プログラム支援プロジェクト(PAPC)
（プロジェクト総額: 3.97億ユーロ／弊行融資額: 6,100万ユーロ）

期待される開発成果

• 洪水被害者を99,315人減少
• 1,500 人分の雇用創出
• 訓練済み若年層を68%に増加

2019年

35%
Of all AfDB  approvals 

45%
USD 2
billion

55%

USD 3.6 billion
of climate finance

•174MWの再生可
能エネルギー容量の
創出

•67.8万トン分の温
室効果ガス排出の削
減

•弊行の事業の90%
で気候変動が主流
化

•外部の気候ファンドと
1億4700万米ドル
の協調融資

グリーン成長への移行を促進

パートナーの
気候ファンド

アフリカは気候アクションをサポートする膨大なグリーンフィールド投資の機会を提供

各国の排出削減目標（NDC : Nationally Determined 
Contributions）を実行するためにアフリカは３兆米ドルが必要

気候のためのアフリカ金融アライ
アンス（AFAC: African 
Financial Alliance for 
Climate）は、金融機関が環
境に優しい投資ポートフォリオに移
行することを奨励

• コートジボワール、ガーナ、リベリ
アの銀行に対しグリーン・ファイナ
ンス、持続可能なバンキングに
ついての研修を実施

アフリカNDCハブはNDC目標の実行のため、
気候ファイナンスの活用、技術支援の実施、
パートナーシップを構築

•2020年6月時点で、アフリカ51カ国が
NDCを批准

•カメルーン、ナミビア、ウガンダ、サントメプリン
シペのNDCの実行を支援

•アンゴラ、エジプト、モロッコ、モザンビーク、ナ
イジェリア、南アの民間セクター向けNDC投
資計画を発展



サヘル地域の6000
万人が電気のない
生活

未活用の太陽光の
有する高い潜在性

サヘルを世界最大の太陽光発電所に変える

アフリカは再生可能エネルギーの宝庫であり、気候変動対策としてグリーンなソリューションを提供。

チャドで初の再生可能エネルギー・プロジェクト

チャド － Djermaya太陽光発電プロジェクト
（プロジェクト総額: 5300万ユーロ/ 弊行融資額:1800万
ユーロ）

28MWの太陽光発電所の建設・運営。年間60GWhの生
産により、チャドの発電量の10％を賄い、ディーゼル発電への
高依存を低下。

期待される成果

エネルギー・アクセス率を7％増加

6万世帯が裨益

年間3.5万トンの排出削減

230人分の雇用創出

環境に優しい
電力へのアク
セスを拡大

再生可能エネ
ルギーへ民間
セクターを誘

致

貧困削減、食
料安全保障

の向上

農業及びそ
の他経済活
動の促進

移住を減少
し、紛争を予

防

女性参画・
雇用を強化

「砂漠に電力（Desert to 
Power） イニシアティブ」

• 経済的、社会的、環境的
に脆弱なサヘル地域を変
革し強靭性をもたらす

• 2025年までに10GWの
太陽光発電容量を有する
世界最大の太陽光ゾーン
を創設

期待される成果

•2億5000万の新規接続

新しい方法

▪ 革新的なブレンド・ファイ
ナンス・パッケージ

▪ 金融・専門機関、ディベ
ロッパー、政治イニシア
ティブとの協力

▪ 新技術の活用

パートナー機関

実施国 「砂漠に電力イニシアティブ」プロジェクト

ブルキナファソ
イェレーン太陽光発電所開発及び国家電力システム強
化プロジェクト

ブルキナファソ イェレーン村落電化プロジェクト

スーダン 灌漑用太陽光発電ポンプ
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アフリカの富たる農業の変革は、経済成長、貧困撲滅、食料安全保障の要

包括的目標

2019年に完了したプロジェクト開発へのインパクト

•2,030万人が農業の改善により裨益

•10万人が改善した農耕技術を利用

•3,919 kmの支線道路を建設・改修

貧困削減 農業開発の
促進

経済成長の
促進

食料安全保
障と栄養改

善

弊行の
役割

アフリカの課題は世界的な関心事項

人口

➢ 2億3200万人が飢餓・栄養不足状態
（概ね4人に1人）

➢ 栄養不足によりアフリカのGDPの11％が
損なわれている

➢ 5歳未満の子供の34%が発育不全

経済

➢ チョコレートは年間1,000億米ドル以上
の収入を生み出すが、アフリカはその2%
しか享受していない

➢世界において耕作可能であるが未開墾の
土地の60％がアフリカに存在

環境

2019年に南部アフリカを
襲った大型の嵐・洪水及
びエルニーニョ再来が、農
業生産及び東部アフリカ
の経済成長に影響

気候ショックに
より、GDPの
2％が損なわ

れる

アフリカを食料
輸出国に

極度の貧困
削減への 貢

献

繁栄により数
百万人が貧
困から脱却

飢餓・栄養失
調撲滅

アフリカを輸出主導
のグローバルバリュー
チェーンの上位に
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ギニア、マリ、セネガルが2019年に承認され、
対象国は15か国に達する予定

アフリカの農村を繁栄する経済圏に転換し、
アグリビジネスの基礎を築く

• 総合的なインフラ、物流、専門施設（農業変革センター）と
サービスを提供

• スキルの強化
• アンカー企業を誘致し、民間セクター投資を促進
• 域内・域外貿易を促進

期待される開発成果:
• 農作物・畜産の生産性向上、加工能力の改善
• 農業のGDPに占める比率の拡大
• 数百万の農家に市場での機会を開く
• 雇用創出、プロジェクト地区の貧困人口の減少

•持続可能な天然資源管理を通じてニジェール川流域の生態系および生息
個体の強靭性を強化

•100万世帯の気候変動適応能力を構築し、ニジェール川流域9カ国の脆
弱性を低減

コートジボワール

チャドニジェール

ナイジェリア

マリ

ベナン

ブルキナファソ

ギニア

カメルーン

期待される開発成果: 

•1400万人に裨益

•450の農業バリューチェーンが育成
され、184の若手起業家による中
小企業が支援を受ける

•700万トンのCO2排出を削減

•14万ヘクタールの荒廃地を復旧

•農業・牧畜・水産業向けの209か
所の水インフラシステムの建設

気候、食料、栄養改善の地域的側面に焦点をあてた
総合的かつ包摂的（インクルーシブ）なアプローチ

ニジェール川流域総合開発・気候変動適応プログラム
プロジェクト総額: 2億1900万米ドル／弊行融資額: 7900万米ドル

2019年の承認額: 12億米ドル
アフリカの農業を、世界的に競争力があり、包摂的（インクルー

シブ）かつビジネス志向のセクターに変革

農産加工特区(Special Agro-Industrial Processing Zones)
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輸出の60%以上が
コモディティ

輸入の56%が工業製品

輸出 輸入

15% 13%

44%
15%

25%
56%

16% 16%

農作物 燃料・鉱業生産物 工業製品 その他

コモディティの輸出、工業製品の輸入

アフリカのグローバルな競争力は向上

アフリカ
$700 

南米
$2,500 

東アジア
$3,400 

地域間の結びつきや目標達成に向けた政策の強化
は、工業化による成長を更に促進

アフリカがバリューチェーンの上位に
移行できるよう支援

ヨーロッパ
$6,600 

▪ 工業政策の策定を支援

▪ インフラ及び工業プロジェクトへの資金調達支

援

▪ 流動性が高く効果的な資本市場の育成

▪ 中小・零細企業支援

▪ アフリカにおける戦略的パートナーシップの推進

▪ アフリカにおける効率的な産業クラスターの形

成

増加し続け、若
く、手頃な賃金
の５億人の労

働人口

5億人の消費
者を擁する急
成長する中産
階級、2500
億米ドルの市

場規模
ビジネス環境の

改善

モバイルマネーの
成功により、人
口の49%が金
融へのアクセス

都市化率40%、
上位20の大都
市は今後10年

間で人口が50%
増加する見込

過去10年で工業生産は
倍増しているが、その３分
の２は、アルジェリア、南ア
フリカ、ナイジェリア、エジプ
トでの生産による

グローバルな競
争力を強化

1人あたり工業GDP
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開発インパクト

• 100万人が投資プロジェクトにより裨益

• 起業家、中小・零細企業5万3,300社が金融サービスを
享受

労働力と資本を生産性の高い経済活動にシフト

歳入増加
貿易収支

改善
雇用創出

経済的価

値の付加

生産性

向上

現地で加工し、経済多様化を進める

地元経済の振興と雇用創出

モロッコ – 地域競争力強化のための成果重視プログラム

（プロジェクト総額: 5億7200万米ドル／弊行融資額: 2.2億米ドル）

投資家を惹きつけ、持続可能な雇用を創出するために、現地の投資インセンティ
ブ及び投資環境の改善により、工業競争力改善を目的としたプロジェクト。

期待される成果

• 中小企業120社が金融支援プログラムにより裨益

• 14,600の新規ビジネスの創出

• 400億米ドルの工業輸出

• 工業セクターにおける177,500人分の雇用創出

アフリカ最大の海外直接投資

モザンビーク － モザンビーク液化天然ガス（LNG）エリア１

（プロジェクト総額: 254億米ドル／弊行融資額: 4億米ドル）

オフショア採掘、海中パイプライン、オンショア精製プラントを含むLNGプラント開
発。産出されるガスは輸出及び国内消費に供給され、モザンビークは国際的に
主要なガス生産国となる。

期待される成果

• GDPの9％増加

• 600億米ドルの歳入増加

• 1.8万人分の雇用創出

• 2,000人のトレーニング

2019年に完了したプロジェクト
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アフリカ域内貿易と経済協力の新時代を先導

アフリカ域内貿易は低水準

世界最大の自由貿易圏

2018年にアフリカ大陸自由貿
易協定（AfCFTA）に調印
－1つのマイルストーン

地域統合に対する強い政治的意思

50%

70%

18%
22%

51% インフラ
連結性

金融統合貿易・投資

アフリカ域内貿易の障害

▪ インフラの未整備

▪ 非関税障壁

▪ 越境貿易コストが高い

▪ ビザ開放度が低い

エネルギー市場と
送電線

ソフトインフラ

物理的なインフ
ラ接続 アグリビジネス

統合

グリッドに係る
規制・技術の

調和
労働市場

の創出

教育、訓練、
資格

国境をまたがる
水資源管理

▪ 54か国が署名（30カ国が批准）

▪ 自由貿易の拡大促進・非関税障壁

の削減

▪ 今後10年間で域内貿易が25%増

加

▪ GDPが4.5%増加

▪ グローバルバリューチェーンの中で競

争力を強化

High 5s を通じた地域統合

弊行はAfCFTA事務局の設置に
480万米ドルを資金提供
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モンバサ-ナイロビ-アジスアベバ道路回廊プロジェクト
（プロジェクト総額: 3.86億米ドル／弊行融資額:
3.6億米ドル）

エチオピア・ケニア間の高速回廊320kmの建設により、
国境を超える輸送を可能にし、東部アフリカにおける経
済統合を強化し、エチオピアから港へのアクセスを可能
にし、雇用創出と生活の向上をもたらすプロジェクト。

実現した成果
• エチオピア・ケニア間の貿易が531%増加
• 東南部アフリカ市場共同体(COMESA)のうちエチオ

ピア・エリトリア・ジブチ間の貿易が9.2%増加

エチオピア・モンバサ港間の物流の増加

バガモヨ – ホロホロ／ルンガ – マリンディ道路プロジェクト: フェーズ
１（プロジェクト総額: 4億ユーロ／弊行融資額: 1.08億ユーロ）

タンザニアのムカンゲ・パンガニ間とケニアのモンバサ・キリフィ間を結ぶ
175kmの道路建設。所要時間の短縮、貿易促進、国境を超える人の
移動、観光地へのアクセス、ダルエスサラーム・タンガ・モンバサ各港へのリ
ンク、ブルーエコノミーの促進により、地域統合を促すプロジェクト。

期待される開発成果
• 所要時間を1時間46分短縮
• 通行費用を35%減少
• 500人の無職の若者に訓練を供与
• 14,400人分の雇用創出

2019年に完了したプロジェクト開発インパクト

•交通輸送の改善により 1,770万人が裨益

•436kmの国境を越える道路の建設・改修

•1,417kmの道路の建設、改修・維持、うち 948 kmは低所得国の道路

貿易・輸送の機会を開き、外国投資の更なる誘致を図る

2019年に完了したプロジェクト2019年に承認されたプロジェクト

内陸国に海へのアクセスを開く
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若年人口はアフリカ最大の資産

アフリカの労働力を成功裏に吸収することが、
人口動態上の配当を創出する鍵となる

人口の72%が安全な飲料水に
アクセス可能

人口の40%が衛生設備を利用
可能

現在のアフリカ 2030年までには…

▪ アフリカ人口の40%が貧困ラ
イン以下で生活*

▪ 若者の3分の1が無職

▪ 毎年1000万人が労働市場
に参入

▪ 非農業労働人口の72%が
インフォーマル（非正規）
セクターに従事

▪ 世界で最も貧しい10カ国は
アフリカの国

▪ 1億人の若者が無職

▪ 求職者の50%しか就職で
きない

▪ 世界の貧困層の83%がアフ
リカ人

2050年まで
にアフリカの人
口は20億人

に

世界の人
口の20%

2030年まで
に10億人の
最大かつ最も
若い労働人

口

弊行の戦略

▪ 若者向けの就業機会を創出することにより、非正規移
民の発生を減らす

▪ 第4次産業革命を活用し、科学技術分野で若者のス
キルアップを図る

▪ 水・衛生へのアクセスの改善

▪ 保健システムの強化

*1日2米ドル未満で生活
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• 1,010万人が給水・衛生設備
へのアクセス改善

• 18万人が教育へのアクセス改
善

• 14万人が技術・職業訓練を受
講

ウガンダ‐ムラゴ病院及びカンパラ市における保健
サービス改善プロジェクト（プロジェクト総額: 
8,900万米ドル／弊行融資額: 7,300万米ド
ル）

カンパラ市民への、質が高く手頃な価格の保健サー
ビスへのアクセスを向上させるため、3つの病院の改
修及び建設プロジェクト。

実現した成果

•3,300人のヘルスワーカーに訓練供与 （女性
60%）

•各170床の紹介委託病院2件の建設

•先進画像ユニット、27人の患者に対応可能な
集中治療ユニット、20の完全自動化した近代
的手術室を備えた、高度に専門的な国家委
託病院。アフリカの１病院当たりの数として最
高水準。

質の高い保健サービスへのアクセス拡大

モロッコ – 社会的保護改善支援プログラム
(PAAPS) （プロジェクト総額: 17億米ドル／弊
行融資額: 2.04億米ドル）

女性、子供、障がい者にプライマリー・ヘルスケアを
提供し、5000万米ドルで社会的支援プログラムの
ガバナンスを改善し、400万米ドルで社会的支援
向け資金提供の持続可能性を確保するプロジェク
ト。

期待される開発成果

•人口の80%に医療を提供

•貧困かつ脆弱な30万人 向けの社会的保護
サービスの改善

社会的保護及び強化された社
会的保護ガバナンスへの包摂
的アクセスの提供

2019に完了した保健プロジェクト

将来への備え

2019年に完了したプロジェクトの
開発インパクト
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アフリカの女性のためのアファーマティブ・
ファイナンス・アクション（AFAWA）で
ジェンダーギャップを解消

2019年、ソブリン・オペ
レーションの60%が

GMSにより審査を受け
た

.ジェンダー
マーカー
システム

（GMS）

弊行の事業におけるジェンダー主流化を
システム化

2019年、金融機関を通じ女性向けに1.38億米ドル以

上の信用枠を設定

地場銀行にアドバイザリーサービスを提供し、7.1万

人の女性起業家がトレーニングを受ける

女性が働きやすい環境に改善するため、法律・政策・規

制改革について政府を支援

女性への融資を促すイノベーティブな解決策

モーリシャス- アリーセアIDFマネジャーズ

「5000万人のアフリカ女性の声」プロジェクト

o 女性向け融資の量と質により金融機関を格付
け

o 3億米ドルのリスクシェア金融商品で、女性の
事業向けに30億米ドルの与信枠

女性が経営する企業に投資する、女性が運営す
るPEファンドに1250万米ドルを出資

女性起業家同士を結びつける2400万米ドルのプ
ロジェクト。ビジネス育成のための助言・指導を提
供

女性向けに420
億米ドルの資金

ギャップ

正規の長期融
資が受けられる
のは女性の16-

20%

女性のうち
25%が自営業
ビジネスに 参

画

農地所有者の
うち女性は

15%

若い女性の
15%が無職
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アフリカの重要セクターへの投資を増やし、
High5s、SDGs、アフリカ連合のアジェンダ
2063を達成するための多数の関係国・機関
・企業の集うプラットフォーム

目的
• プロジェクトスポンサーのための資金調達
• プロジェクトを融資可能な段階へと進める
• 案件の資金面でのクローズを加速させる

AIF 2019の成果

援助ではなく、民間セクター投資を呼び込む

プラットフォーム

▪ 案件のオリジネーション、
融資可能性の評価

▪ プロジェクトデータベース
などのデジタルプラットフォ
ーム

▪ 共同保証プラットフォーム
▪ ポルトガル語圏コンパクト

マーケットプレイス

▪ 各地域でのロードショー
▪ パートナー及びスポンサー双方

の関与
▪ 一大投資家イベント（投資家

ディール・マッチング）
▪ ボードルームでのコミットメントを

モニターし、商談を加速させる
投資追跡メカニズム

マーケットデー

2019年11月11–13日
南ア・ヨハネスブルグ

▪ ボードルームディールセッショ
ン

▪ ディールギャラリー
▪ パブリックセッション
▪ B2Bミーティング

57案件、680億米ド
ルに上る投資意欲の

確認

参加者
2,258人

101 カ国から
の参加

53か国から
698の投資機
関

調印されたディール例

• ココアの生産性向上及びココア・セクターの移行のためのガーナ・ココボ
ード(Ghana Cocoa Board)向け6億米ドルのシンジケートローン

• アフリカにおける貿易金融ギャップを解消するため、ABSA銀行との
2.5億米ドルのリスク分担
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アフリカでは2020～2021年に
最大で１億人が極度の貧困に陥る恐れ

GDP損失
1,460～

1,900億米
ドル

GDPの下落
▲1.7%～
▲3.4%

COVID-19 感染症のコスト

2020年 景気後退のリスク

北部アフリカ

原油・天然ガス価格の急落、観
光の減少

西部アフリカ

コモディティ価格の下落
により、債務問題の高
いリスクに直面する複数
の国で輸出収益が減
少

南部アフリカ

原油・天然ガス・鉱業依存国
において価格の下落がマイナス
効果をもたらす

中部アフリカ
原油・天然ガス及びその他の
鉱物セクターのコモディティ価
格の下落により、経済成長
率と経済のファンダメンタルズ
が鈍化・弱体化

東部アフリカ

観光業及び幅広い
経済部門の低迷

財政赤字が

8%に倍増

公共部門の

資金ギャップが

1220億米ド

ル拡大

債務（対

GDP比）が

10%拡大

世界の貿易

量が減少

資金フローの

低下(FDI、

送金、ODA

等)

2,500 –

3,000万人

分の雇用

喪失

中国の需要が
1%低下すると、
アフリカの輸出が
40億米ドル損な

われる

食料危機が平和と

安全保障に影響

アフリカは農産物及び食品の純輸入地域 –蝗害脅威への警戒 - コメ及び小麦の

輸出制限が食料安全保障上の脅威を高める

脆弱な保健インフラ
アフリカの人口は世界の16%であるが、世界の疾病負荷の26%、2015年の世界

の医療費9.7兆米ドルの2%を占めている

教育
学生の90%はコンピューターへのアクセスがない、82%はオンライン・アクセスがない、

多数の人々の電力アクセスが限定的で不安定
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チュニジア - 社会包摂及び雇用を通じたCOVID-19対策支援プ
ログラム
プロジェクト総額: 1.8億ユーロ - 弊行融資額: 1.8億ユーロ

保健及び社会保護システムの強靭性（レジリエンス）構築並びに脆
弱性予防メカニズムを支援することにより、Covid-19の保健・経済・
社会的インパクトを緩和し、雇用とビジネスを保護し、経済回復を図る。

早期検査を増加し、財政的支援を提供し、最も脆弱な人々への社
会保障を拡大するプログラム。

26

期待される開発成果

• 45万件の早期検査を提供
• 医療施設の能力を650床増加

• 60万人の雇用保護
• 25万400社を倒産から保護

• 62.3万の低所得世帯、1万人の失業者、14万人の退職
者に追加的な金融支援を提供

カーボベルデ - COVID-19危機対応支援プログラム
プロジェクト総額: 1.12億ユーロ／弊行融資額: 3,000万ユーロ

最も脆弱な人々への影響を緩和するための保健・社会対策及び民間セクターへ
の影響を緩和しつつ、マクロの財政不均衡を改善することを通して、社会的インパ
クトの緩和及びマクロ経済の安定維持のための政府のCovid-19対応策を支援。
• Covid-19情報を提供するウェブサイトの開発
• 換気装置の増加
• 極度の貧困下にある世帯向けの社会包摂所得プログラム
• 脆弱な世帯向けの連帯所得及び食料支援スキーム
• 民間セクター支援のための、Covid-19の影響を受けた業種の帰休中の労

働者の賃金負担に対する資金提供スキーム

期待される開発成果

• 3,000世帯に社会包摂所得を供与
• 3万人の労働者に連帯所得を供与
• 3,000世帯が食料支援スキームにより裨益

• 保健関連ショックへの備えに関するグローバルヘルス指標のスコアが
5.7%改善

• 95基の新たな換気装置を確保

• 影響を受けた企業に3,600万ユーロのクレジットラインを提供
• 13,224人の労働者が所得回復スキームにより裨益
• 中小・零細企業向け税関連対策の予定



ケニア - COVID-19緊急対応支援プログラム
プロジェクト総額: 8.67億ユーロ – 弊行融資額: 1.88億ユーロ

保健システム、経済強靭性の強化及び脆弱な人々の社会的保護の強化
を通じて、政府のCovid-19対応策を支援し、経済及び社会へのインパク
トを緩和。

Covid-19感染検査能力の向上、中小企業への保護強化、セーフティ
ネットにより保護される脆弱な人々の比率を増加させるためのプログラム。
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• 人口の1.5%及び医療従事者の50%の感染検査の実施
• 社会的保護の比率を27%から50%へ増加

期待される開発成果

• 税金控除により、中小企業58,182社を救済

• 隔離能力及び設備を備えた医療施設33カ所
• 保健向け予算を1.6%拡大
• Covid-19対応のため5,500人の医療従事者を雇用

ナイジェリア - COVID-19対策支援プログラム
プロジェクト総額: 52億米ドル – 弊行融資額: 2.89億米ドル

Covid-19との戦いを支援し、社会経済的インパクトを緩和。公衆衛生対
策及び社会的保護制度の強化、雇用及び所得喪失をくい止めるための
財政刺激策を通じて、雇用とビジネス活動へのインパクト緩和を目的とする。

感染調査及びCovid-19緊急対応策を改善し、中小・零細企業が危機
を切り抜けられるようにし、脆弱な世帯を悪影響から保護するプログラム。

期待される開発成果

• 400万人に検査を提供予定
• 100万の脆弱世帯に現金給付及び国家によるセーフティネットを提

供

• ビジネス救済スキームに36億米ドルを配分
• 200件のビジネスに資金提供ファシリティを提供

• 77.4万人が公的職業プログラムに参加

• 一日当たり4,500件の追加的検査
• 隔離施設の3,800人の医療従事者に訓練及び装備を提供



アフリカ開発銀行の

財務状況
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(単位：100万米ドル) 2015 2016 2017 2018 2019
2020

3月31日

資産 35,152 39,963 46,392 46,968 48,736 51,544

ローン 17,832 20,295 25,113 26,274 27,409 25,988

投資 11,629 14,237 16,408 14,574 14,274 16,157

現金 972 1,861 1,353 2,870 2,949 1,875

借入金 22,794 27,753 33,005 33,365 35,216 33,922

資本 8,980 8,880 10,101 9,994 10,197 10,508

払込済資本* 4,932 5,187 5,854 6,090 6,329 6,362

準備金 4,048 3,693 4,247 3,903 3,868 4,146

分配前所得 129 161 368 173 174 133

引受済資本 90,741 88,035 93,278 90,551 91,469 99,680

* 払込資本毎の為替調整後の金額を累積で純計

** 未監査の数値

注記: 報告通貨はIMFの特別引出権（SDR: Special Drawing Rights）。データは期末時の為替レートで米ドルに換算したもの

USD/SDR: 1.44881 (2014); 1.38573 (2015); 1.34433 (2016); 1.42413 (2017); 1.39079 (2018); 1.38283 (2019); 1.36480 (2020年3月31日)

（1SDR当たり米ドル）

1.32

1.34

1.36

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

Aug-15 Aug-16 Aug-17 Aug-18 Aug-19 Aug-20

USD/SDRレート
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AAA/Aaa/AAA/A
AA

強固な
自己資本

優先的に弁済
を受ける債権
者としての

地位

株主からの極
めて強力な支

援

高い流動性
慎重な財務・リ
スク管理ポリ

シー

たとえ金融市場が困難な状
況にあっても、特別に優れた

資金へのアクセスを確保

クライアントにとって魅力的
かつ持続可能な融資のプ

ライシングを提供
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デリバティブを活用
した金利・為替リス
クのヘッジ

外国為替リスクの軽減
SDR通貨バスケット*に対
応した純資産の通貨構成

承認済のカウンターパー
ティとのエクスポージャー
リミットに係る堅実な枠

組み

＊米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、中国元で構成

慎重な流動性管理
１年間にわたり追加資金へアクセスするこ
となく債務償還や融資実行等の資金繰り
が可能な流動性を保持

取引の相手方に係る
信用リスクを最小化

資金管理部門の活動に関し、最
低信用格付けを設定。
投資対象はA、デリバティブのカウ
ンターパーティはA-

為替リスクを軽減した上での
様々な通貨建てによる借入、
投資、融資

信用ポリシーに
準拠した融資
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12,596   
14,210   

16,730   
17,619   

18,105   

17,832   

20,295   

25,113   
26,274   

27,409   
25,988   

融資残高

ソブリン・ローン ノンソブリン・ローン

（百万米ドル）

3.92 (B)

3.29 (BB)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3月

ソブリン

ノンソブリン

混合ポートフォリオ

混合ポートフォリオの上限

3.09 (BB)

ポートフォリオ信用プロファイル

4.0 
(B)

20%

80%

弊行のリスク選好に沿ったリスク・プロファイルを維持・持続しつつ、融資量を拡大

加重平均リスク格
付（WARR）は、
BBからBの間とい
う弊行のターゲット
レンジの「安全」サ
イドの下限で安定
的に推移
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In $ million

In $ million

24,653
26,392 28,057 28,460 29,777 30,433

37,203
42,874 43,718 44,632 44,020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 March
2020

資産

Cash and Investments Loans

単位：百万米ドル

18,450 19,810 20,408 19,939 20,828 
22,794 

27,753 

33,005 33,365 
35,216 33,922 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 March
2020

借入金単位：百万米ドル

7,424 7,494 
8,207 8,980 8,809 8,980 8,880 

10,101 9,994 10,197 10,508 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 March
2020

資本単位：百万米ドル

84%

55%
50% 48%

52%
58%

73%
81% 83% 85%

72%

2010 2012 2014 2016 2018 March
2020

Leverage ratio Prudential limit

100% 

利用可能資本 = Σ (払込済資本、準備金、格付がA-
以上の非借入加盟国の請求払い資本)

レバレッジ = 負債／利用可能資本

アフリカのためにバランスシートを駆使
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8,022

5,349

759

1,187
632

295 87

-287

8,022 517100万米ドル

8,540*

(2020年3月31日時点)

弊行のリスク資本利用状況

“Room2Run” バランスシートを最適化し10億米ドル超
の貸付キャパシティを増やす

I. イノベーティブなシンセティック型証券化取引 – 流動
資産に対し必要な資本を切り離し更なる新規貸付け
のための余力を生み出す

II. 信用保険 – ノンソブリンの金融セクターポートフォリオ
の約22%を保険でカバー

資本を活用す
る新しい経路

リスク資本利用率 = Σ [[ エクスポージャー]×
[リスク資本負担]]/総リスク資本

リスク資本 = 
払込済資本 + 準備金 + 調整金

*株式投資・借入評価調整後総リスク資本
**第7次一般増資(GCI-7)による資金はリスク資本として使用し、余裕をもたらす

注記: 分散投資効果はリスク間の相関関係から生じる

**利用可
能リスク
資本(6%)

利用済
リスク
資本
(94%)



バランスシートの最適化

10億米ドルの

シンセティック型

証券化取引

民間セクター

信用強化

ファシリティ

５億米ドル

の信用保険

取引によるリスク資本の
利用を管理

リスク・リターン、流動性
、資金調達の最適化

集計されたクレジット・エ
クスポージャーの測定とモ

ニタリング

ポートフォリオリスクプロファイルとエクスポージャーリミットを管理

パートナーからの更なる資金の動員により
弊行の開発業務にレバレッジをかける

アフリカ向け協調
融資促進ファシリ

ティ(ACFA)

33億米ドル

アフリカ共同成
長基金

(AGTF)

20億米ドル

EU-域外投資計
画

12億ユーロ

フランス開発庁
(AFD)

15億ユーロ

イスラム開発銀行
(IsDB) MOU

10億米ドル

ナイジェリア信
託基金(NTF)

5,000万米ドル

韓国経済開発協
力基金 MOU 

4億5,500万米ド
ル

アフリカ民間セク
ター向け支援基金

(FAPA) 

2,500万米ドル

12億米ドル
の更なる貸
付キャパシ

ティ

Room2Runの
実行後、金融
セクターリミット
利用が10.9%

減少

資本利用率
が下がり加重
平均リスク格
付に大きなイ

ンパクト

ノンソブリン
ポートフォリ
オのリスクを

減らす
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2010 – 2019の分配総額

注: 2019年分については予定額であり、年次総会における承認により変更の可能性がある。
特別救済基金は、無償供与ベースで人間の健康・農業への脅威である自然災害による被災国向
けの資金を動員するために活用。

準備金

主要開発
イニシアティブ

アフリカ
開発基金

コンゴ(民)に
対する債務
救済措置

特別救済
基金

中所得国
技術支援基金

13億米ドル 5億5400万
米ドル

6億7500万
米ドル

9200万
米ドル

5200万米ドル

事業収入：貸付及び投資からの収入（デリバティブに関連するもの
を含む）

配分可能な収入：純利益から配分に利用可能な部分。事業収入
からまず準備金へと充当される

単位：百万米ドル単位：百万米ドル

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

配分可能な収入* 事業収入

＊2019年の配分可能な収入の減少は、IFRS9の下での融資減少及び総管理費の増加による。 36



USD

EUR

GBP

ZARJPY

多通貨ポートフォリオ

CNY

非常に質の高い
ポートフォリオ

#2  流動性 #3 リターン#1 資本保全

目標達成のための保守的なポートフォリオ構成

AAA AA to AA- A+ and

below

48% 42%

10%

カバードボンド

18.3%

社債

3.5%

資産担保証券

0.04%

スープラナショナルソブリン、

準ソブリン74.9%

定期預金

3.3%

$161億米ド
ルの資金管
理部門の流
動性投資

トレーディング

▪ 短期・中期のキャッシュフローニーズ

定額償却

▪ 準利息マージンの安定化

93億米ドル

68億米ドル

（2020年3月31日時点） 37



資本市場における取組み
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流動性の高いグローバル

ベンチマーク債の発行に

おいて高い実績を保持

社会的責任投資

（SRI）を行う投資

家のニーズに対応

投資家基盤をグ

ローバルに深化・

拡大

アフリカの資本市

場を振興

（単位：10億米ドル）

“資金調達の質は（中略）アフリカ開発銀行
がグローバル及び地場の資本市場への十二分
なアクセスを有し、有利な条件で、世界各地の
大口かつ多様な投資家から様々な通貨で調
達ができることを示している。” 2019年8月

借入プログラム

世界中の様々な市場及び通貨による多様な資金調達プロファイル

(2020年6月30日時点)

借入残高
357億米ドル

アフリカの利益のため、競争力の高い資金レベルを呼び込む

* 2020年8月12日時点で71.8%を執行

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

3.9 

9.9 9.8 

8.0 

6.0 

8.3 
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深化・拡大しつつある投資家基盤

米州 欧州 アジア アフリカ 中東

35.8%
30.6%

20.7%

11.6%

1.3%

中央銀行

公的機関

57%

アセットマネージャー

18%

銀行トレジャリー25%

2019年9月

31億米ドル
0.750% 

Covid-19と戦う
ソーシャルボンド

2023年4月満期
UST+47.95bps

MS+35bps

2020年3月

Bid ASW (bps)

Source:  BVAL Bloomberg 

アフリカ開発銀行
“Best issuer of 

Covid-19 Bonds”
受賞

• 過去最大のソーシャル
ボンド（発行時）

• AfDB最大の発行
規模

0

5

10

15

20

25

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

AfDB 0.75 04/23 IADB 0.875 04/25

IBRD 0.625 04/25 IFC 0.5 03/23

Covid-19債の市場パフォーマンス

20億米ドル
1.625% 
グローバル

ベンチマーク債
2022年9月満期
UST+8.75bps

MS+13bp

• 強固なファンダメンタルズとAAA格付

• 質の高いオーダーブック

• 質の高い入札結果

• 良好な流通市場パフォーマンス

• 強固な開発マンデート



12億5000万ユーロ
0.875% 

ソーシャルボンド
2028年5月満期

Bund +37 bps
OAT +14 bps

ミッドスワップ –8 bps

2018年5月 2019年3月

流通市場におけるパフォーマンス

アジア
17%米州

12%

新規投資家を開拓

欧州
71% -22

-17

-12

-7

-2

3

8

13

AfDB 0.875 May 2028 KFW 0.75 Jun 2028 COE 0.75 Jan 2028

Mid ASW (bps)

-20

-10

0

10

AfDB 0.5 Mar 2029 KFW 0.75 Jan 2029 IBRD 0.25 May 2029

Mid ASW (bps)

41
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2019年3月

5年ぶりにカウリ市場
に復帰

８億英ポンド
0.875%

2021年12月満期
UKT+30bps

2019年12月

2019年に4回の
タップ発行により
英国市場に復帰

1,200

650

350 330

565

140

585

115 100

Mar
2022

Mar
2024

Jan
2025

Jun
2026

Jul
2027

Sep
2027

Aug
2028

Dec
2031

Aug
2033

(100万豪ドル)

目覚ましい豪ドルによる発行（40億豪ドル）

2020年の私募債発行例

387.5億
ウガンダ・シリ

ング

25億
南ア・ランド

10億人民元
3.1億

トルコ・リラ3億香港ドル
19億

露ルーブル 1億円

2020年
7.19億米ドルの
私募債発行
借入の12％

2019年9月

カンガルー市場で
のタップ発行

5000万豪ドル
5.25%

2022年3月満期
–タップ発行
BBSW + 37 bps

1億5000万NZドル
“アフリカの電化”債

2.85% 
2029年3月満期
NZGB +70 bps
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実施国 グリーン・プロジェクト例

ブルキナファソ
「砂漠から電力イニシアティブ」 イエレン太陽光発電所開発及び
国家電力システム強化プロジェクト

チャド ジャルマヤ32MW 太陽光発電IPP（独立系発電事業）

チュニジア 発電・送電グリッド開発敷設プロジェクト

ベナン コトヌー雨水排水プロジェクト支援のためのプログラム

カメルーン ナハティガル水力発電プロジェクト

セネガル バリューチェーン開発のための水価格安定プロジェクト

2016年

12.5億スウェーデン・
クローナ

グリーンボンド
2022年6月満期

2016年

1.15億豪ドル

グリーンボンド
2031年12月満期

ブラックロック、カリフォルニア州教職員退職年金基
金、カルバートIM、ブラウン・アドバイザリー、ノルデア
IM、SEB AM、ストアブランド、ピクテAM、アファー
マティブIM、アムンディ、シカゴ市、プラクセス・インパ
クト基金、スウェーデン年金基金（AP2、AP3、
AP4）、TIAA-CREF、トリリウムAM、アライアン
ス・バーンスタイン、APG、PGGM、Syntrus
Achmea、チューリッヒ保険

社会的責任投資家

800万トンのCO₂ 排出削減へのAfDBによる貢献
（2019年12月30日時点）

2013年以降、25億米ドルのグリーンボンドを発行

2018年

5億米ドル

グリーンボンド
2021年12月満期

2018年

3.5億米ドル
SOFR連動

グリーンボンド

2020年11月
満期

2019年

20億スウェーデン・
クローナ

グリーンボンド

2024年4月満期

市場初のSOFR
連動グリーンボン

ドを発行

5億米ドルの3年物固定利付グリーンボン
ドと1億ドルの2年物SOFR連動グリーンボ
ンドが EMEA Financeの2018年“アフリ
カにおけるベスト・グリーン・ボンド”を受賞

＊SOFR（Secured Overnight Financing Rate）
担保付翌日物調達金利 気候変動の緩和・適応プロジェクトに資金提供を行うための

信頼性と透明性を備えたグリーンボンド枠組み

▪ グリーンフィールド再生可能エネル

ギー発電

▪ エネルギー効率の良い車両

▪ 需要サイドからのブラウンフィールド

及びグリーンフィールドのエネルギー

効率向上

▪ 生物圏の保護プロジェクト

▪ 水の供給・水へのアクセス

▪ 固形廃棄物処理

▪ 都市開発
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安定的な社会的責任投資家
2017年以降、$54億米ドルのソーシャルボンドを発行

▪ 給水及び衛生
▪ 農業及び食料安全保障
▪ 雇用創出
▪ 教育及び職業訓練
▪ 電力供給
▪ 情報・通信技術
▪ 保健
▪ ジェンダー

2017年

5億ユーロ

ソーシャルボンド

2024年11月満
期

2018年

12.5億ユーロ

ソーシャルボンド

2028年5月満期

2019年

10億ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ

ソーシャルボンド

2022年4月満
期

2018年、2番目
に印象的なソーシ
ャル／サステイナビ
リティ・ボンドの発

行体

実施国 ソーシャル・プロジェクト例

赤道ギニア
漁業及び養殖部門におけるバリューチェーン開発
支援

チュニジア
ザグアン県における農業部門の開発・促進プロ
ジェクト

ガボン
初のリーブルヴィル統合飲料水供給及び衛生プロ
グラム‐飲料水部門

ナイジェリア ナイジェリア電化プロジェクト

アフリカ大陸の貧困削減のための
具体的活動
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2020年3月 2020年4月

14億米ドル
民間セクター

向け

30億米ドル
ADF対象国

向け

56億米ドル
ADB対象国

向け

COVID-19即応ファシリティ

• Covid-19感染検査受診人口（%）
• 隔離能力及び設備を伴う医療施設の数
• 医療保険でカバーされる人口（%）
• Covid-19対応のための医療従事者の追加的募集
• 換気設備の数を増加
• 集中医療に提供できる病床数を増加
• 現金または公共料金減免を給付する世帯の数
• 税金控除により保護される中小企業の数
• 雇用創出または事業救済イニシアティブにより保護される企業の数

世界の社会的責任投資家を惹きつける
Nasdaq 持続可能なボンド・ネットワークに参加

ロンドン証券取引所に上場
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3000万トルコ・リラ
2021年4月満期
“食料増産”

8億日本円
2049年3月満期
“地域統合”

2019年及び2020年に3.55億米ドルの債券発行

社会的責任投資（SRI）

ESG関連投資促進の
ため、2019年にパー
トナーシップを確立

魅力的なファンディングレ
ベルで、全体の資金調

達コストを軽減

私募・売出債により
特定の投資家ニー

ズに対応

社会的責任投資
（SRI）に関心のあ
る日本の投資家のニ

ーズに合致

High5sにリンクした
50のテーマ債を発

行
(2019、2020年)

2018年売出
エディターズ大賞

3000万豪ドル
カンガルー債
2027年9月満期

“工業化”

1億5000万南ア･ランド
2024年6月満期

“アフリカの電化”

15億ロシア･ルーブル
2021年1月満期

“生活の質の向上”



持続的な民間セクター開発のためにアフリカ現地通貨利用を促進

承認されている現地通貨建債券発行
プログラム

アフリカ金融市場イニシアティブ
（AFRICAN FINANCIAL 
MARKETS INITIATIVE） 資本市場の流動性と実効性の向上

アフリカ金融市場イニシアティブを通じたローカ

ル債券市場の発展への貢献

ブルームバーグ®

アフリカ・ドメス

ティック・ボンド・イ

ンデックス

南ア、エジプト、ナイ

ジェリア、ケニア、ナミビ

ア、ボツワナ、ガーナ、

ザンビアの現地通貨

建国債で構成

アフリカ・ドメス

ティック・ボンド・

ファンド

アフリカの現地通

貨建債券市場に

投資するETF

アフリカ金融市場

データベース

43か国をカバー

するアフリカ債券

市場の主要な情

報ソース

アフリカ企業の資本市場へのア

クセスの改善

政府、取引所、

規制当局に対し、

流動性のある資

本市場育成につ

いて助言を行う

流動性を高める

ため、資本市場

に直接投資を行

う

1億6000万ザンビア・クワチャMTNプログラム
1600億ナイジェリア・ナイラ MTNプログラム
1250億 ウガンダ・シリングMTNプログラム

50億 ボツワナ・プラMTNプログラム
1000億ルワンダ・フランMTNプログラム

200億南ア・ランド外国企業上場プログラム

XAF – CFAフラン（中部ア
フリカ諸国銀行発行）

UGX – ウガンダ・シリング

ZMW – ザンビア・クワチャ

KES – ケニア・シリング

BWP – ボツワナ・プラ

GHS – ガーナ・セディ

ZAR – 南ア・ランド

NGN – ナイジェリア・ナイラ

XOF – CFAフラン（西アフリカ
諸国中央銀行発行）

TZS –タンザニア・シリング

EGP – エジプト・ポンド

貸付通貨を拡大

RWF – ルワンダ・フラン
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付録



1 UA = 1 SDR = 1.44881 (2014) ; 1.38573 (2015) ; 1.34433 (2016) ; 1.42413 (2017) ; 1.39079 (2018)

1 UA = 1 SDR = 1.44881(2014) ; 1.38573 (2015) ; 1.34433 (2016) ; 1.42413 (2017) ; 1.39079 (2018) ; 1.38283 (2019) （単位：米ドル）

12月31日期末 2019 2018 2017 2016 2015

営業損益

融資及び関連デリバティブ 650.20 596.89 459.29 369.19 314.78

投資及び関連デリバティブ 263.20 240.07 195.04 155.71 122.21

その他債券からの収益 - 0.04 2.15 3.78 3.73

融資及び投資からの収益合計 920.50 847.57 665.76 536.02 455.78

利息及び債券発行費用の償却 -524.06 -489.95 -428.92 -373.05 -346.13

借入関連デリバティブの純利息 47.95 56.88 154.02 196.26 217.62

借入金及び関連デリバティブの未実現損失 -7.15 -35.14 48.13 -68.04 -38.81

融資元本及び未収手数料の減損引当金 -112.88 -76.84 -16.97 -67.81 -65.43

株式投資の減損引当金 0.40 0.39 -0.02 0.16 0.43

投資の減損引当金 0.02 -0.04 - - -

為替（損）益 8.13 6.41 -1.45 1.00 14.61

その他の利益 9.50 6.90 3.61 9.51 2.30

純営業利益 341.56 316.53 426.46 261.49 229.65

管理費 -179.34 -165.71 -147.77 -130.06 -122.00

償却 – 有形・無形資産 -27.62 -17.93 -15.22 -10.04 -9.05

雑勘定（費用）/収益 -8.43 -8.21 -5.04 -1.32 -5.44

その他の費用合計 -215.39 -191.85 -168.03 -141.42 -136.49

総務会承認の配分前利益 126.17 124.68 258.43 120.07 93.16

総務会承認の利益配分 -74.00 -83.00 -82.00 -95.00 -124.00

当期純利益 52.17 41.68 176.43 25.07 -30.84
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12月31日期末 2019 2018 2017 2016 2015

資産 2,132.92 2,063.74 1,173.10 1,306.82 1,214.61

現金 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

要求払い預金 10,322.50 10,478.80 11,521.07 10,590.04 8,392.26

財政投資 1,071.40 655.43 717.02 1,233.75 1,454.62

デリバティブ資産 - 0.02 0.08 0.16 0.27

資本勘定の非譲渡性証券 676.30 680.37 594.97 543.83 489.54

未収金 19,821.19 18,891.53 17,818.24 15,348.44 13,070.40

融資残高 115.86 53.42 54.45 80.23 79.84

ヘッジを行った融資 – 時価に評価替え 1,001.32 848.70 781.22 719.38 703.27

資本参加 - - - 54.36 46.42

その他の債券 98.77 94.77 96.37 97.70 93.56

その他の資産 35,244.06 33,770.59 32,575.73 29,727.09 25,346.74

資産合計

負債・資本・準備金 1,760.08 1,550.66 1,255.59 1,615.99 1,332.38

未払金 643.15 1,044.29 1,051.63 861.27 1,084.99

デリバティブ負債 25,466.87 23,989.86 23,175.69 20,644.15 16,449.27

借入金 4,725.17 4,535.26 4,268.81 4,019.88 3,727.69

引受済資本金 -148.45 -156.14 -158.04 -161.04 -168.84

引受に対する為替換算調整累計額 2,797.24 2,806.65 2,982.05 2,746.84 2,921.25

準備金 35,244.06 33,770.59 32,575.73 29,727.09 25,346.74

1 UA = 1 SDR = 1.44881(2014) ; 1.38573 (2015) ; 1.34433 (2016) ; 1.42413 (2017) ; 1.39079 (2018) ; 1.38283 (2019) （単位：米ドル）
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グリーンボンド枠組み



ポートフォリオ選定

• AfDBのグリーンボ
ンド適格基準は気
候変動ファイナン
スのトラッキング
手法とリンク

モニタリングとレポーティング

• プロジェクトのインパクト評
価、評価基準、投資の成果

• 調達資金の払込実行と配分に
関する情報開示

• プロジェクトの最新情報提供

外部保証

• 認証プロセス：
CICERO*のセカンドオ
ピニオン

調達資金の管理

• プロジェクトのパイプライン

• 適格プロジェクトの融資実行

• 半年毎にグリーンボンド調達
資金を各プロジェクトに配分

投資家へのマーケティング

• ロードショー及び対象を絞ったコミュ
ニケーションによる最新情報の提供

• 投資家からの照会への対応

• ESG格付け

2017年に策定されたグリーンボンド原則を遵守

「投資プロジェクトに関連し得
る気候変動問題、並びに他の環
境・社会面の懸念事項を十分に
認識している機関という明確な
印象がある。特に、プロジェク
トの時空間を跨ぐ外的影響につ
いて認識を示していることは喜
ばしい。」
2013年9月

＊CICERO（Center for International Climate and Environment Research）：
オスロ国際気候環境研究センター
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グリーンボンド・ポートフォリオに
適格なプロジェクト

グリーンボンドポートフォリオへ
の組み入れが検討されるの
は、低炭素または気候変動
レジリエンスを促進する開発
としての融資要件を完全に
満たすプロジェクトのみ

緩和プロジェクト

プロジェクトの期間を通じ

温室効果ガス排出量の

大幅削減に繋がる

適応プロジェクト

適応能力とレジリエンス
の維持・強化により、

気候変動に対する人間や自然シ
ステムの脆弱性を低減



グリーンフィールド再生可
能エネルギー発電（太陽
光、風力、地熱、波力発

電など）

固形廃棄物管理（廃棄
物の焼却、埋立地ガスの

捕集・燃焼など）

漏えい排出物と二酸化炭素
の回収（二酸化炭素の回
収・貯蔵、原油・ガス産業にお
けるガスフレアやメタン漏出の削
減、炭鉱メタンの回収など）

都市開発（気候変動により生
じる突発的洪水や嵐の頻度・
深刻度に多大な影響を受け
易い地域における都市排水シ
ステムの修復・改良など）

車両エネルギー効率（高
燃費車両への改良や都市
輸送のモーダルチェンジ）

生物圏保護プロジェクト
（森林伐採・生態系退化
による温室効果ガス排出

量の削減）

ブラウンフィールド及びグリーンフィー
ルドにおける需要サイドのエネルギー
効率（照明や機器のエネルギー効
率改善、技術的ロスを低減するた
めの送電線・変電所・配電システム
の改良など）

給水および水へのアクセス
（必要水量の少ない作物
の導入、土壌水分や肥沃
性の保持等の節水対策な

ど）

工業の工程（工業の工程
の改善と、よりクリーンな生
産による温室効果ガス排
出量の削減）

アフリカ開発銀行のグ
リーンボンドでファイナン
スされるプロジェクトは
どのようなものか？
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グリーンボンド

適格プロジェクト

AfDBの気候変
動適応・緩和ファ
イナンスのトラッキ

ング手法

AfDBの環境戦略
が全プロジェクトの

設計に浸透

全プロジェクト

グリーンボンド枠組みの適用

気候変動ファイナンストラッキング手法

に基づくプロジェクトの

スクリーニング・選定

債券発行による

調達資金

半年毎の

配分

米ドル

ユーロ
南ア
ランド

気候変動適応・
緩和ファイナンスに

関する
国際開発金融機
関(MDB)共同の

レポート
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資金調達

米ドル

ユーロ 南ア
ランド

債券発行による
調達資金

半年毎の配分 グリーンボンド
適格プロジェクト

起債による調達資金と同額が、流動
資産ポートフォリオに配分され、実
証済みの正式な内部プロセスを通じ
て適切にトラッキングされることで、
資金が気候変動適応・緩和に関わる
分野の融資事業（適格プロジェク
ト）へリンクすることを確保

起債された債券が償還されるまでの期
間中、AfDBの借入資金配分枠組みの
下で、半年毎の適格プロジェクトへの
融資実行相当額を、当該半期末に債券
発行に係る純調達資金残高から減額*

＊上述の（適格プロジェクトへの）融資実行までの間、債券発行に係る純調達資金はAfDBの流動資産ポートフォリオに
留保され、他の通常資本財源と同様、保守的な投資ガイドライン下で投資される。
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▪ クリーンな水力発電により年間推定36万トンの二
酸化炭素（CO₂）排出量を削減

▪ カテゴリ１プロジェクトとして全面的なESIAを実施
済み

▪ 最も少なく見積もって3,900万米ドルのプラスの
環境外部性を創出

▪ プロジェクトの影響を受ける400名について、AfDB
の非自発的な移転に関する方針（脆弱な立場の
人々の転居を支援する等）に沿った完全な再定
住活動計画を策定・実施

▪ ザンビア電力公社(ZESCO)が予算配分を行い、
プロジェクトの影響を受ける人々に公平でタイムリー
な補償を確保

弊行のグリーンボンドポートフォリオに含まれる大規模水力発電プロジェクト:

イテジテジ水力発電プロジェクト(ザンビア)

大規模水力発電は（CO₂）排出量の純減が立証され得る
場合に限り(即ち、化石燃料の代替により削減される排出量
－貯水池の建設による排出量)、AfDBのグリーンボンドに適格

地域住民が使用
する土地に影響

を与える1000ヘク
タール以上の貯水池

の建設を伴う
ダムプロジェクト

人口密度が高い地
域、森林地域、耕
作地のいずれかを横
切る110 kV 超の

送電線

発電容量が
30 MWを超える

発電所

以下の基準のいずれかに該当する場合、
全面的な環境社会影響評価 (ESIA: Environment 
and Social Impact Analysis) を要する

2019年12月31日時点のグリーンボンドポートフォリオに
占める大規模な水力発電プロジェクトの割合は1.15%
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▪ AfDBのグリーンボンド枠組み
▪ オスロ国際気候環境研究センター(Cicero)のセカンドオピ

ニオン
▪ グリーンボンドポートフォリオの適格プロジェクト一覧
▪ グリーンボンドの起債リスト
▪ AfDBのグリーンボンドニュースレター

グリーンボンド専用ウェブページ

インパクト・レポーティング（影響評価報告）

▪ 建設・改修された再生可能エネルギー発電設備の容量
▪ 年間エネルギー節約量・生産量
▪ 温室効果ガスの年間回避・削減量

年次グリーンボンドニュースレター

節水量

雇用
創出 植樹数

ジェンダー･
インパクト

その他の指標
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注：インパクトレポーティングは、グリーンボンドプロジェクトに対する弊行の融資の割合に応じて行われる。

再生可能エネルギー・エネルギー効率プロジェクトの例

プロジェクト概要 承認年

AfDB の
融資額

(100万)

AfDB の
融資比率

年間エネ
ルギー

節約量
(MWh)

年間エネ
ルギー生
産量

(MWh)

建設・修復
により生ま
れる再生可
能エネル
ギー量
(MW)

年間 GHG 削
減・回避量

(トン CO2換算) 

その他の指標

レッドストーン100MW集光型太陽光発電所 – 南アフリカ

溶融塩蓄熱タワー技術を利用した100MWの集光型太陽光発電所の設計、建設、操業、維持プ
ロジェクト。付随する送電設備も含む。

2018 ZAR 3,000 27% - 126,500 27 135,700
* 石炭利用を 8%削減

* 980人の雇用創出

コペレ太陽光発電プロジェクト – ケニア

40MWの太陽光発電所の建設及び20年間の電力販売契約の下での操業を行うプロジェクト。送
電用の1.8kmの送電線の建設を含む。

2018 USD 18 28% - 28,200 11 307,200

* 裨益者17万500人

* 電力アクセスを100%に

* GDP成長率を1.3%増加

* 90人の雇用創出

シャプルジ・パロンジ太陽光発電 – エジプト

エジプト太陽光発電固定価格買取プログラム・ラウンド２の下で、50MWの太陽光発電所の設計、
建設、操業を行うプロジェクト。このプロジェクトは Alcazar Iを含む３つのプロジェクトから構成され、
エジプトの発電能力の拡大、エネルギー構成の多様化、燃料節減、二酸化炭素排出の減少を可
能にする。

2017 USD 12 17% - 21,788 8 10,146 * 11,900世帯が裨益

* 88人の雇用創出

電力送電グリッド開発プロジェクト (PAERTE) – チュニジア

送電網の強化及び電力供給の質の向上を目指すプロジェクト。開発中の太陽光及び風力発電所
で発電する再生可能エネルギーを統合するためのグリッド強化も目的とする。

2019 EUR 108 37%

* 送電時のエネルギーロスを0.7%低減

* 再生可能エネルギー比率を10%向上

* 裨益者14万9,000人

* 447人の雇用創出

産業開発・アクセス拡大プロジェクト向けメケレ・ダロル及びセメラ・アフデラ間の電力供給 – エチ
オピア

2基の230 kV送電線 (メケレ・ダロル間130 km、セメラ・アフデラ間175 km) 及び変電所2カ所
の建設プロジェクト。完成後には、地方の36自治体(人口約10万2,000人) が手ごろな価格の持
続可能な電力（2014年は55％、2020年に90％）、教育及び保健の基本的社会サービスにア
クセス可能となる。

2016 USD 105 85% 523,390 209,357

* 330万人の新規顧客

* 30カ所の医療センター及び37カ所の学校
が電力にアクセス

* 5,300 人の雇用創出

ウガンダ農村部電力アクセス・プロジェクト（ウガンダ）

水力発電により生産した再生可能エネルギーを輸送するため配電網を敷設し、農村部の世帯・事
業者・公共機関に送電網へのラストワンマイル接続の提供を目的とするプロジェクト。ディーゼル燃料
によるエネルギー生産を再生可能エネルギーによる電力に置き換えるとともに、森林伐採の抑制にも
つながる。

2015 USD 35 82% 38,713
* 約890の雇用創出

* 植樹11万本
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注：インパクトレポーティングは、グリーンボンドプロジェクトに対する弊行の融資の割合に応じて行われる。

持続可能な廃水処理プロジェクトの例

プロジェクト概要 承認年

AfDB の
融資額

(100万)

AfDB の
融資比率

年間

総節水量

(100万
m3)

年間 GHG 
削減・回
避量

(トン CO2換
算)

節水量・

処理量

(100万m3)

その他の指標

グリーン・ゾーン開発支援プロジェクト – フェーズ2 – ケニア

荒廃森林の再生、森林インフラ、コミュニティ能力及び生計の改善により、森林面積と家計所得
の増加を目的とするプロジェクト。森林荒廃、社会経済及び環境の脆弱性レベルに基づき選ば
れた15のコミュニティで実施する。

2018 EUR 5.2 12% - 35,870 -

* ポテト、トウモロコシ、豆、果物の生産及びマーケティングの
92,600トン増加

* 貧困比率0.7%低下

* 年間平均世帯収入が57ユーロ増加

* 女性世帯主7,700人が付加価値及びその他収入源を獲得

国家灌漑節水プログラム支援プロジェクト – フェーズII (PAPNEEI-2) – モロッコ

水資源保護及び地元住民の生活水準の向上を目的とする国家灌漑節水プログラム (PNEEI)
の支援プロジェクト。26,000ヘクタールの２つの水域に灌漑インフラを建設することにより、水の
効率的利用及び水質・土壌保全を促進する。

2016 USD 88 91% 98 -

-

* 直接裨益: 農家9,300件、対象人口55,800人

* 110万人の雇用創出

農業収入向上及び森林保全プログラム– プロジェクトII – ウガンダ

持続可能な土地、森林、水資源管理及び農業開発を通じて、農業生産、農家の収入、農村
の生活水準、食料安全保障、気候レジリエンスを向上させるため、新たに５つの小規模灌漑ス
キームを実施するプロジェクト。

2016 USD 77 84% - 10,276 -

* 直接裨益者150万人

* 3,300ヘクタールの農地の灌漑

* 4,200ヘクタールの荒廃森林の再生

* 穀物収穫の42%増加

* 7万5,500人の農業従事者への研修

マヘ持続可能な水資源増強プロジェクト – セーシェル

給水能力及び気候変動に対するレジリエンス向上を通じて、経済発展に寄与することを目的と
するプロジェクト。主たる雇用主であり経済を牽引する観光業及びその他製造セクター（漁業、
飲料等）を支援する際に死活的に重要な、信頼でき手ごろな価格の水を供給することにより、
経済成長の基盤を強化する。

2015 USD 20.6 79% 0.48

* 水生産能力を一日当たり3,400m3拡大

* 貯蔵能力を48万1,800 m3増加

* 82 人の雇用創出

処理水の水質向上プロジェクト – チュニジア

17権における排水処理場30カ所及び付属するポンプ・ステーションの改修プロジェクト。公衆衛
生設備の改善及び処理水の質を改善する能力強化を目的としている。都市住民にクリーンな
環境を提供し、地方住民に農業用処理水の利用を可能にする。

2012 EUR 32 87% 236 - 87

* 健全な環境により住民340万人が裨益

* 4,900ヘクタールの土地の灌漑

* 沿岸漁業の改善

* 1,200人の農業従事者への研修

* 875人の雇用創出
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エジプト太陽光発電固定価格買取プログラム

Alcazar I ラウンド２

プロジェクト総額: 7,300万米ドル - 弊行融資額: 1,800万米ドル
2017年承認

エジプト政府が目指す4,300メガワットの太陽光発電プロジェクトのイニシアティブと

して、エジプト太陽光発電固定価格買取（FiT）プログラムのラウンド２の下で実

施される50メガワットの太陽光発電所の設計、建設、運営、維持を含むプロジェク

ト。

エジプトでは発電能力の90％以上を火力発電に依存している。エジプトは世界で

最も太陽光に恵まれた土地であり、一日の平均日照時間は９－11時間で、湿

度が低く、年間約2,230－2,330キロワット時の水平照射が可能。しかし、この地

域では太陽光と風力が豊富であるにもかかわらず、風力及び太陽光発電能力は

887メガワットしかない。

急増するエネルギー需要、エネルギー源の多様化、電力部門の環境及び気候フッ

トプリントの改善に応えるために、エジプトは2022年までに発電の20％を再生可

能エネルギーにすることを目指し、再生可能エネルギー能力促進に関する包括的

な規制枠組を設定。FiTプログラムでは、屋上太陽光発電で300メガワット、大規

模太陽光発電で2,000メガワット、風力発電で2,000メガワットを生産する予定。

このプロジェクトにより、エジプトの発電能力の向上、エネルギー源の多様化、燃料

節約、二酸化炭素排出の削減が期待される。

期待される開発成果

7万2,000世帯が裨益

年間6万1,000トンの CO2排出削減

1,340万ドルの歳入

270 人分の雇用創出
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ナイロビ川流域保護及び改修プログラム：下水改善プロジェクト フェーズⅡ

プロジェクト総額: 9,100万ユーロ – 弊行融資額: 5,900万ユーロ
2018年承認

ナイロビにおける排水処理サービスへのアクセス、質、利用、持続可能性を向上させ、ナイロ

ビ川流域の改修に寄与することを目的としたプログラム。住民の健康及び生活環境を改善

するための衛生設備への投資に重点を置く。

排水処理施設の建設、200kmの下水網ネットワーク構築、ナイロビのスラム地区における

100個の洗面設備の改修及び建設等を行う。

このプロジェクトにより、信頼でき、かつ安全な都市の衛生サービスの提供が改善され、人々

の健康と生活の質や経済機会が向上する。現時点では河川に直接垂れ流されている排水

の集積及び処理により、ナイロビの環境が大きく改善する結果、地表面の水質が改善され、

周辺住民の公衆衛生の改善に貢献。洗面設備の提供により、給水及び河岸地域コミュニ

ティの衛生状況の改善が期待される。

50万人に下水管への接続を提供
4万人に100カ所の洗面設備を提供
200人のスタッフに訓練・研修を提供

580億m3 の排水処理能力を拡大
改善された衛生サービスへのアクセスを22%増加

5歳未満の幼児死亡率を50%低減

水に起因する疾病を5%低減
健康及び衛生習慣に関するメッセージを4万人に伝達

期待される開発成果

学校及び河川沿いに1万本を植林
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期待される開発成果

40年で280万トン のCO2 排出削減
2035年までに230 万トンのCO2 隔離

11,700ヘクタールの荒廃した森林の回復
植林の10%を 現地の植生で回復

耕作地の80%が混作（intercropping）利用可能に
ガーナ政府に1,200万ドルの税収
860人の雇用創出

フォーム・ガーナ社による森林再生プロジェクト

プロジェクト総額: 4,600万米ドル – 弊行融資額: 1,400万米ドル
2016年承認

現地植生（10％）及びチーク（90％）を11,700ヘクタールの大規模で持続可能

な商業植林を行うことにより、荒廃した森林を回復することを目的とする。民

間セクターが気候変動緩和及びグリーン成長の取組に参加することを促す革新

的な機会。

ガーナでは林業は重要なセクターであり、林業は人口の43％の生計を支え、38

万人を雇用し、輸出の11％及びGDPの6％を占めている。ガーナの森林資源は

過剰な伐採、叢林火災、農地への転換のため、過去数十年の間にひどく荒廃し

た。森林面積は20世紀初頭以来、半減し、ガーナの森林160万ヘクタールのう

ち、現在も良好な状態で残っているのはわずか2％。

本プロジェクトは人々の生計を守り、林業セクターに革新をもたらし、気候変

動の影響を緩和し、経済発展を支える一方で、森林荒廃の解決に貢献する。特

に、気候変動に関し、緩衝地帯の回復、水管理の規制、土壌の回復、土壌浸食

を食い止めることにより、生物多様性の保護に貢献し、プロジェクト実施地域

における全般的な気候レジリエンスを向上させる。

更に、森林周辺のコミュニティに社会的利益、ガーナ政府には税収増加をもた

らし、ガーナ北部の農村地帯で雇用を生み、持続可能な森林管理の知識及び技

術を移転する。
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ソーシャルボンド

枠組み



2017年版ソーシャルボンド原則を遵守

プロジェクトの
評価と選定

プロジェクトのソーシャルボンド
ポートフォリオへの適格性は、開
発インパクト測定指標にリンク

調達資金の管理

• ソーシャルプロジェクトのパイプライン

• 適格プロジェクトへの融資実行

• 適格プロジェクトへの半年毎の調達資金
の配分は資産負債委員会の承認を受
ける

モニタリングとレポーティング

以下に関する年次ニュースレター：

- インパクトレポーティング：評価基準、

社会的成果

- 融資実行やソーシャルプロジェクトへ

の配分に関する情報開示

- ソーシャルプロジェクトの最新情報

ソーシャルボンド専用のウェブページ

調達資金の使途

社会的な成果やインパクトが大
きく、貧困削減と雇用創出への

著しい貢献に

繋がるプロジェクト

外部評価

サステナリティクス社からのセカン
ドオピニオン

「全般的にAfDBのソーシャルボ
ンド枠組みは、信頼性及び透
明性が高く、2017年のソーシャ
ルボンド原則に合致している、と
いうのがサステナリティクスの意見
である。」サステナリティクス、
2017年9月
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AfDBのプロジェクト

AfDBソーシャルボンド枠組みの
適用

社会的な成果とインパクトが
大きいプロジェクトの
スクリーニングと選定

適格ソーシャル
プロジェクト

* 主にAHVP(農業・人間/社会開発担当の副総裁コンプレックス)と
PIVP(民間セクター・インフラ・工業化担当の副総裁コンプレックス)

66



情報通信技術 (ICT) (農村
部コミュニティのラストワンマイル
接続)

農業・食料安全保障 （小規模灌
漑と農業バリューチェーン開発、農村
部の農民に対する農場インフラと農
業投入財の提供、ソフトコモディティ
ファイナンスのファシリティ）

教育・職業訓練 （雇用可能性と
企業家精神のためのスキル開発、
若年雇用プログラム、学校のインフラ
強化と能力開発）

給水・公衆衛生 (持続可能
で安全な給水・公衆衛生サー
ビスの提供)

アグリビジネス、農業関連産業、ア
グリサービス（中小企業とバリュー
チェーンへの融資）

医療 (医療制度開発、公衆
衛生、病院・ヘルスケアセン
ターの建設や改修)

住宅金融、金融包摂、セクター
開発（公共住宅、住民のための
支払システム）

エネルギー供給（農村部の電化）

給水・公衆衛生

34%

農業及び食料

安全保障

22%

電力

29%

ICT

4%

ソーシャル

6%

教育・職業訓練

3%

保健

2%

ソーシャル・セクター
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資金調達

米ドル

ユーロ 南ア
ランド

ソーシャルボンドによ

る調達資金
半年毎の配分 ソーシャルボンド適格

プロジェクト

起債による調達資金と同額が、流動
資産ポートフォリオに配分され、実
証済みの正式な内部プロセスを通じ
て適切にトラッキングされることで、
資金が社会的影響力の大きいプロ
ジェクト（適格ソーシャルプロジェ
クト）へリンクすることを確保

起債された債券が償還されるまでの
期間中、AfDBの借入資金配分枠組み

の下で、半年毎に適格ソーシャルプ
ロジェクト・融資への拠出実行相当
額を、当該半期末に債券発行に係る
純調達資金残高から減額*

＊上述の（適格プロジェクトへの）融資実行までの間、債券発行に係る純調達資金はAfDBの流動資産ポートフォリオに
留保され、他の通常資本財源と同様、保守的な投資ガイドライン下で投資される。 68



▪ ソーシャルボンド市場における主な出来事
▪ 主要なソーシャルプロジェクトに関する詳細情報（実施、払込実行、

その他関連する指標）
▪ インパクト・レポーティング：当該ソーシャルプロジェクトの影響を受け

る受益者数、雇用創出数など
▪ AfDBのソーシャルボンド起債について（既発債、ソーシャルプロジェク

トへの配分、投資家の種類・地理的な分布）

年次のソーシャルボンドニュースレター

▪ AfDBのソーシャルボンド枠組み（プロジェクト評価・選定の基準、
調達資金の使途など）

▪ セカンドオピニオンを提供するサステナリスティクス社によるAfDBの
ソーシャルボンド枠組みの評価と格付け

▪ ソーシャルボンド・ポートフォリオに含まれるプロジェクト一覧
▪ ソーシャルボンドの取引一覧
▪ AfDBのソーシャルボンド・ニュースレター
▪ 開発効果報告書* 

ソーシャルボンド専用のウェブページ

* 年次発行の本報告書は、
弊行の全官民セクタープロ
ジェクトのモニタリング、アフリカ
の開発目標に対する進捗の
詳細情報の掲載、アフリカの
開発に対する弊行の貢献に
関するアセスメントを行う。
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農業及び食料安全プロジェクトの例

プロジェクト概要 承認年

AfDB の
融資額

(100万)

AfDB 
の融資
比率

裨益者数 雇用
創出数 その他指標

フラワー・ミルズ・オブ・ナイジェリア社（Flour Mills of Nigeria PLC） - ナイジェリア

フラワー・ミルズ・オブ・ナイジェリア社の国内加工の拡大、事業の垂直統合、製品の多様化、販売網の拡
大等に焦点を絞った長期投資プログラム向けの融資プロジェクト。農業関連事業（飼料及び蛋白、油脂、
スターチ及び農産物販売等）への投資も含まれる。

2018 USD 75 44% 96,403 884

* 食料生産22%増加

* 年間660万ドルの増収

* 3865億9100万トンの生産及び小麦ベースの必需品、スターチ、食
用油の販売拡大

* 肥料配合品29%、家畜飼料22%、種子33%の販売拡大

農業セクターの包摂的かつ持続可能な開発支援プログラム(PADIDFA) – モロッコ

バリューチェーンの構築、雇用創出、ビジネス環境改善、持続可能な天然資源管理、農村部における貧
困削減により、インクルーシブで持続可能な経済成長をもたらし、農業セクターの競争力を高めることを目
指すプロジェクト。

2018
EUR 

200
100% 13,000 20,000

* 灌漑用水9.9億m3 の節水

* 農産物輸出額を49億ドルに倍増

* 農村の貧困率を4.5%に低下

農業の機械化及び種子改良プロジェクト – ナミビア

貧困削減、成長志向インフラへの投資による経済成長の促進、及び飢餓撲滅のための農業の機械化と
種子開発を通じた成長志向農業促進を加速するための政府支援を目指すプロジェクト。

2017
ZAR 

1,000
70% 1,232,400 -

* 生産者当たり年間7,670ドルの収入

* ヘクタール当たりパールミレット0.15トン、トウモロコシ0.27トンの収穫
増加

農業目標達成イニシアティブ(GRAINE)支援プロジェクト ‐ フェーズ1 (ページ1) – ガボン

6州において食用作物10,000ヘクタール、アブラヤシ10,500ヘクタールの開発を通じて、 政府による
GRAINEを支援するプロジェクト。小規模農家を支援することにより、ガボンが食料自給を達成し、パーム
油の輸出国となることを目標としている。

2017
EUR 

98.5
85% 535,250 19,030

* 食料輸入額を1億8300万ドル低減

* 貧困率を5%低下

農業バリューチェーン開発プロジェクト – カメルーン

若者の富と雇用創出、3作物（パーム油、バナナ、パイナップル）のバリューチェーン競争力強化により、
食料安全保障及び栄養強化を目的とするプロジェクト。1,000kmの農道、倉庫30棟、地方市場15カ
所、電力網30km、飲料水給水システム30カ所、農作物の品質管理試験場の建設を含む。

2016 EUR 89 78% 964,830 6,200

* 世帯当たり年間1,080ドルの所得増

* 若手起業家の年間所得が8,000ドルに増加

* パーム果実167,600トン、プランテン186,210トン、パイナップル
7,760トン、パーム油13,580トンの増産
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給水及び衛生プロジェクトの例

プロジェクト概要 承認年

AfDBの
融資額

(100万)

AfDB の
融資比率 裨益者数 雇用創出

数 その他指標

水へのアクセスの持続可能性及び確実性強化プロジェクト(PPSAE) – モロッコ

5つの州における飲料水及び工業用水の需要増を満たすことにより、飲料水へのアクセスを確保することを目的と
するプロジェクト。

2018 EUR 79 35% 1,139,900 35,130

* 農村部における貧困率を1.6%減少

* 幼児死亡率を11%低減

* 世帯当たり保健支出を11%減少

* 水に起因する疾病を4.5%低減

給水衛生セクター開発プログラム-初のリーブルビル飲料水及び衛生統合プログラム(PIAEPAL)-飲料水
コンポーネント – ガボン

飲料水及び衛生(DWSS)セクターの制度的能力構築、大リーブルビル地域の飲料水ネットワークの280km拡
大強化、本プロジェクトの次フェーズへの移行準備を目的とするプロジェクト。

2018 EUR 75 64% 621,110 7,850
* 洪水の被災者数を35,000人から0に減少

* 水に起因する疾病を16%低減

スウェイク多目的水開発プログラム(フェーズI) - 追加ファイナンス – ケニア

給水、水力発電及び灌漑のための多目的ダムであるスウェイク・ダムの多目的水開発プログラムへの追加ファイナ
ンス・プロジェクト。幅広い生産性の向上及び住民の生活向上を目的とする。

2018 EUR 192 55% 710,470 4,370 * 都市貧困率を9%、農村貧困率を14%低減

アブラワシュ排水処理場の持続的開発(Abu-Rawash WWTP) – フェーズII – エジプト

既存の第一次及び第二次処理システムの改善により、水資源及び環境を汚染から守り、未処理排水の側溝
や運河への排出によって引き起こされる健康リスクを低減し、水の再利用を促すためのプロジェクト。第一次及び
第二次処理能力を日量120万m3から160万m3に拡大する。

2017 USD 100 26% 2,064,830 1,340
* 幼児死亡率を18% 低減

* 水に起因する疾病を21%低減

飲料水の質とサービス改善プロジェクト – モロッコ

複数の町において、飲料水の質及び既存設備の改善により、飲料水の給水を強化・確保するプロジェクト。
2030年までに飲料水及び工業用水の需要増を満たすことを目的とする。

2016 EUR 89 50% 4,233,000 -

* 貧困率を1% 減少

* 世帯当たり保健支出を1.5%減少

* 水に起因する疾病を6.5% 低減

* 幼児死亡率を8.5%低減

* 妊産婦死亡率を27.5%低減

アルーシャ持続的都市給水及び衛生プロジェクト – タンザニア

既存インフラの改善により、アルーシャにおいて、安全で信頼性があり持続可能な給水及び衛生サービスの提供
を目的とするプロジェクト。これにより住民の健康、社会福祉、生活水準の改善が見込まれる。更に、水に起因
する疾病を及び健康関連支出も低減する。

2015 USD 144 61% 782,973

*水及び衛生サービスへのアクセスを65%から100%へ

* 給水サービスへのアクセスを44%から100%へ

* 幼児死亡率を20%低減
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期待される開発成果

230万人が裨益
33万8,000人 への新規給水アクセス

2025年までに改善された衛生設備へのアクセスを100%へ
7万5,000人が安全な排水処理にアクセス

2025年までに安全で清潔な水へのアクセスを100%へ
37,100世帯への新規給水アクセスの提供

5歳未満の幼児死亡率を38%減少

都市給水及び衛生サービスの持続可能性への制度支援

プロジェクト総額: 1.55億米ドル – 弊行融資額: 1.24億米ドル
2015年承認

水セクターのガバナンス向上、水及び衛生セクター設備の制度的能力及び効率性強化、

持続可能な給水及び衛生サービスへのアクセスの改善を目的とする。

プロジェクトの主な成果として、「７州の給水及び衛生サービス」構築と効率的な運営、

サービス提供能力向上、給水及び衛生サービスへのアクセス改善が挙げられる。既存の

水資源を持続的に活用することにより、予想される給水量の減少と需要増加のリスクを

低減し、ひいては給水サービスの柔軟な運営と強靭性の向上につなげる。

2012年時点で、給水へのアクセスは54％、衛生サービスへのアクセスは60％。プロジェ

クトにより裨益する7州のうち６州ではアクセス率が国内平均（７％～56％）を下回っ

ている。気温上昇や干ばつの長期化といった気候変動の影響は、人口増加等の気候変

動とは無関係の影響と結びつくことにより、給水サービス需要の持続性を損ね、水不足の

リスクを高めている。
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農業バリューチェーン開発プロジェクト

プロジェクト総額: 1.15億米ドル – 弊行融資額: 8,900万米ドル
2016年承認

このプロジェクトは、特に若者の富と雇用の創出、並びにパーム油、バナナ、パイナップルのバ

リューチェーンの競争力を高めることにより、食料安全保障及び栄養改善を目的とする。

カメルーンでは、労働力の71％が不完全雇用であり、都市部（56％）よりも農村部

（79％）の方がこの比率が高い。雇用構造をみると、若年層は基本的に自営業

（44％）または家内労働に従事する扶養者や見習（43％）のいずれかとして、インフォー

マルな農業セクターに従事している。農村部ではディーセント・ワーク（働きがいのある人間ら

しい仕事）が非常に不足しており、若者の雇用環境は不安定。このような雇用不足は低収

入と社会的保護の欠如に特徴づけられている。カメルーン人口の60％が農業セクターで収入

を得ているため、農業セクターは成長による配当が幅広く行き渡る大きな可能性を秘めている。

1,000 kmの道路、30カ所の倉庫、15カ所の地方市場、30kmの電力網、30カ所の飲

料水供給システム及び農作物の品質管理試験場を建設することにより、農村部のインフラ

不足を解決する。

プロジェクトの成果として、10カ所の加工ユニット設置、農業者組織のための制度構築、技

術ガイダンス、サービス提供者との直接交渉の促進、トレーニング、質の高い種子生産のため

の研究支援、バリューチェーン向けに資金調達する作物開発ファンドの設立を通じ、農作物

セクターの発展が見込まれる。このプロジェクトは、若者の農業セクターにおける起業を支援し、

資金アクセスを保証。

期待される開発成果

農村コミュニティの120万人が裨益
2,000人の若者への訓練提供

年間生産量増加: 48万4,000トンのパーム果実、プランテン、
パイナップル、パーム油
農業GDPが５％から８%に増加

若年事業者の年間収入が世帯当たり850ドルから9,900ドルに
増加

8,000 人の雇用創出
1,500人の新卒者向けに600の新規農業ビジネスの創出
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若者の就業能力構築及び社会的保護向上プロジェクト

プロジェクト総額: 9,400万ユーロ - 弊行融資額: 8,500万ユーロ
2016年承認

若者の雇用可能性を高め、ソーシャル・インクルージョン（全ての人々を孤独や孤立、排
除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として
包み支え合う）を強化することを目指すプロジェクト。ガボン政府は、現在の若年層の高い
失業率に対処するため、弊行にこのプロジェクトへの資金提供を要請。

ガボンの失業率は、15歳から24歳で36％、25歳から34歳で26％。最も失業率が高い
のは高等専門学校卒業者（24％）と技術学校卒業者（27％）。このような状況には
別の理由もあるが、トレーニングと生産セクターの労働力需要のミスマッチ及び卒業生の質
の低さに起因する。2012年の世界銀行のガボンの成長及び雇用に関する報告書によれ
ば、技術及び職業訓練校の卒業生の80％以上が、受講した訓練関連セクターで職をみ
つけることができず、3人に1人しか就職できなかった。

このようなトレーニングと雇用のミスマッチを考慮し、本プロジェクトは雇用可能性と自営の観
点から、若者のスキル及び能力を開発することに貢献する。

７カ所の職業訓練センターと10カ所の技術教育校の改修により、技術教育及び職業訓
練システムを強化。更に、若者と女性の能力及び技術の向上、雇用創出、若い失業中
の大卒者や中退者の就業に寄与する。インフォーマル・セクターや自営業者を健康保険に
加入させることと併せて、保健及び社会保険サービス従事者へのトレーニングも提供する。

期待される開発成果

裨益者72万人

専門職試験合格率が40％から 60%へ向上
職業訓練及び技術教育センターの年間卒業者数が900人増加

若年（25 -34歳）失業率が 26％から 23%へ低下
250人の求業者が就職
80人の 若者及び起業家の育成、資金提供

35万人の自営業者及びインフォーマル・セクター労働者の
健康保険加入



75

アフリカ経済見通し



経済成長の牽引要素は徐々にバランスしつつある

財政収支の改善 インフレ圧力の緩和

財政赤字（GDP比）は2017年の5.9%
から2019年は4.8%に縮小

インフレ率は2018年の11.2%か
ら2019年は9.2%に低下

マクロ経済環境は安定へ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Africa Asia and Pacific Europe South America

3.4%

2.7%

-1.6%

3.3%

GDP 成長率

2010     2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   2018    2019

純輸出 投資 個人消費 政府支出

100%

50%

0%

-50%

GDP

.

9

6

3

0

GDP (%)

アフリカの経済成長は世界平均をわずかに上回る 成長の牽引役は投資と純輸出へシフト

• 過去10年間で初めて、GDPに占める投
資の比率(54%)が消費(31%)を上
回った。

• 石油価格の回復により、純輸出が
2018年の1％から、2019年に6％と
なった。

• エネルギー価格の安定化
• 農業生産量の拡大による

食料価格の低下

• コモディティ価格の安定化
• 大規模天然資源輸出による税及び

税外収入の増加
• 大規模な財政拡大の制限
• 国内資源の活用
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世界の貿易量は
2017年の5.7%
増から2019年は
1.1%に縮小

異常気象の発生
（巨大ストーム、
洪水、エルニー
ニョ、深刻な干ば
つ）

2年以内に実

施予定の選挙

による社会・政

治的圧力

テロ、紛争、暴

動、社会不安

に起因するリス

ク

世界で最も経済成長著しい10カ国のうち6カ国がアフリカ

エチオピア
7.4%

コートジボワール
7.4%

タンザニア
6.8%

ガーナ
7.1%

ベナン
6.7%

ルワンダ
8.7%

3.1%

アルジェリア、エジプト、
モロッコ、ナイジェリア、
南アの平均成長率

世界的な下降リスクに脆弱な経済成長

0%

1%

2%

3%

4%

5%

 2010-14 2015 2016 2017 2018 2019

北部アフリカ 東部アフリカ 南部アフリカ 西部アフリカ 中部アフリカ

GDP成長への寄与率（地域別）

最も高い5%の経
済成長する地域。
ルワンダとタンザニ
アが牽引。石油
生産増により、南
スーダンの成長が
加速。

サイクロン・イダイ
及びケネスの影響
で、経済成長が
0.7%に低下。
南アの経済成長
は停滞。

ガーナ (鉱業・石
油部門) 及び
コートジボワール
(公共投資)が牽
引し、3.7%の経
済成長。ナイジェ
リアは引き続き回
復。

エボラ発生及び
政権移行により、
DRC以外の多く
の諸国の堅調な
経済成長で
3.2%へ。

アフリカのGDPに
最も大きな貢献。
4.1%の経済成
長はエジプトが牽
引。しかし、リビア
が成長を押し下
げる。

アフリカの５大経済大国は順調に経済拡大

4%

その他のアフリカ諸
国の平均成長率

VS

非資源国の堅調な
実績

▪ 農業生産
▪ 消費需要
▪ 公共投資

が成長要因



78

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

資
金

フ
ロ

ー
（

1
0
億

米
ド

ル
）

Remittances Official Development Assistance (ODA)

Foreign Direct Investment (FDI) Portfolio investments

• コモディティ価格スーパーサイクルの終焉

• 経済成長及び輸出収入の鈍化

• 初めて国際債券市場で起債する国

• 安全保障支出の増加 (テロの脅威)

最近の累積債務の増加要因
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HIPC（重債務貧困国イニシアティブ）

5,000億米ドル
アフリカの対外債務
（うちユーロボンド
1,000億米ドル）

海外送金及び海外直接投資（FDI）が資金フローの大部分を占める

2016年以降、海外からの送金が増加し、830億米ドルとなり
最高記録を更新

2018年にアフリカはFDI流入額が460億米ドルとなり、11%
増を記録。しかし、2015年の最高記録を下回る

2013年以降、ODAは減少を続け、4%減となった

Covid-19の影
響で、2020年及

び2021年に
10%増加
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GDP成長見通し

• 海外直接投資 先行き不透明で投資家が投資を控えるため、
減少の見込み

• 政府開発援助 先進国経済への影響により、抑制される可能
性

• ポートフォリオ・フロー 安全対策のため、新興国市場における
資金フローは50%縮小する見込み

財政支出拡大
により、財政収
支赤字がGDP
比8%に倍増

場合によっては
インフレ率が
5％増加

2,500-3,000
万人分の雇用

喪失

1,730-2,370
億米ドルのGDP
喪失の可能性

GDP成長率
は2020年に

マイナス
1.7%となる

見込み
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低所得国の
GDP成長率

2.2%

中所得国の
GDP成長率

▲2.4%

地域別の経済後退と回復

進んだ経済多角化
及びコモディティ依
存の低さにより、

2020年の経済成
長率は+1.2%を
維持し、レジリエン

スをみせる

南アの景気後退に
より、▲4.9%のマ
イナス成長 (コモ

ディティ価格の下落、
国境封鎖、異常

気象）

ナイジェリア（石油
価格下落、 国境
封鎖）、カーボベル
デ（観光不振）、
リベリア（輸出需
要低下）のため、
経済成長率は

▲2%

石油輸出国（赤
道ギニア、コンゴ民、
ガボン）の影響で
経済成長率は

▲2.5% 

全ての国（エジプト
を除く）の景気後
退のため、経済成
長率は▲0.8%。
リビア・アルジェリア
（石油価格）、
チュニジア・モロッコ

（観光）

東部アフリカ 南部アフリカ 西部アフリカ 北部アフリカ 中部アフリカ

アルジェリア
-4.4%

赤道ギニア
-9.2%

リビア
-25.4%

ナイジェリア
-4.4%

ボツワナ
-5.5%

南ア
-6.3%

ザンビア
-4%

モーリシャス
-7.5%

セーシェル
-10.5%

サントメ
-6.1%

アンゴラ
-3.1%

最も影響を受ける国
• 石油輸出国
• 資源集約国
• 観光依存国
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よくある御質問



1) AfDBとADFの関係は？ 83

2) AfDBの資本構造は？ 84

3) 資本の払込請求の手続方法は？ 85

4) 投資ガイドラインは？ 86

5) 純利益 vs 配分可能利益 87

6) AfDBの信用ポリシーは？ 88

7) AfDBの貸出限度額は？ 89

8) 融資の適格基準とは？ 90

9) AfDBの融資承認プロセスとは？ 91

10) AfDBの融資金利とは？ 92
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❑ アフリカ開発銀行（AfDB）とアフリカ開発基金（ADF）はそれぞれ AfDB グルー
プの事業体で、法的かつ財務的に独立しており、資産及び負債も区別されている。

❑ アフリカ開発銀行（AfDB）は、資金を資本市場で調達し、格付を受け、アフリカ
地域の最も信用性の高い諸国及び有望なセクターのプロジェクトに融資を行う事
業体である。

❑ アフリカ開発基金（ADF）は、主にドナーから拠出された資金でソフトローンの
貸付けを行うアフリカ開発銀行グループ内の部門である。アフリカの最貧国に対
し譲許的融資や無償資金を提供している。

❑ AfDB はADFに出資しており、毎年、純利益からADFに拠出している。AfDB 及び
ADF は互いのいかなる負債に関しても一切の償還請求の責務を負わない。両機関
はそれぞれ独立した事業体であるため、両機関間でエクスポージャーの移動はで
きない。
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将来的に増加する需要を
満たし、事業の成長計画を

支援する能力

第７次一般増資：6%の
払込済資本を含む

125%の増資により、
資本額は約2,070億

米ドルに増加

弊行のフランチャイズ価
値、主要な健全性レシ
オ、AAA信用格付けを

強化

請求払資本（callable capital）は、
財政難の場合に、各株主がAfDBに追加資金を提供する

というコミットメント

請求払資本が請求され
たことはない

株主の強力な支援を示す

AfDBの資本構造

8,267 6,924 
15,311 

23,604 

67,485 

31-July-2020

（100万米ドル）
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独立義務

メカニズム

目的
• 請求払資本（Callable Capital）は、拠出された資本の一部であり、借入金又は保証に関するAfDBの義務

を果たすために必要な場合に限り、払込請求が可能。

• 支払は、加盟国により金、交換可能通貨又は払込請求の基となったAfDBの義務履行のために要求されている
通貨で行われなければならない。

• AfDBは加盟国に対し、請求払資本の払込請求の際には、AfDBがニューヨークの連邦準備銀行又はその目的
のために正式に指名された後継機関に設定した特別口座にかかる払込請求に応じて支払をするよう求める契約
を締結している。

• かかる口座の条件では、払い込まれた資金は、まずシニアデットの発行に関連してAfDBが負っている債務残高の
全ての返済又は全額清算のための引当金に充当し、その他のいかなる返済にも優先すると規定されている。

• 請求払資本の払込請求は、自己資本のすべての株式の比率に対して均等であることが要求されているが、かか
る払込請求に対して支払を行う加盟国の義務は、それぞれ独立したものである。

• かかる払込請求に対する支払について1カ国又は複数の加盟国が不履行となった場合でも、その他の加盟国は
支払義務から免れない。弊行の義務を果たすために必要であれば、債務不履行をしていない加盟国に対して追
加の払込請求ができるが、いかなる加盟国も通常資本のうち払込がなされていない金額を上回る支払は要求さ
れない。
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投資の種類 最低格付け 最大満期 流動性ヘア・カット率

国債／政府機関債／国際機関債
AAA/Aaa
AA-/Aa3

A/A2

30 年
15 年
1 年

AAAは0%
AA+からAA-は20%
A+からA-は40%

銀行債及び金融機関債
AAA/Aaa
AA-/ Aa3

A/A2

10 年
5 年
6ヵ月

AAAからAは50% 
それより下位は100%

社 債
AAA/Aaa
AA-/ Aa3

A/A2

10 年
5 年
6ヵ月

AAAからAは50%
それより下位は100%

不動産担保証券（MBS）及び
資産担保証券（ABS）

AAA/Aaa 40 年 100%

86



総務会の承認を受けた主要
開発イニシアティブへの利益
配分は、当該年度の損益計
算書では経費として計上され
る

(百万米ドル) 2019 2018 2017 2016 2015

総務会承認の配分前の利益 174 173 368 161 129

調整対象:
- デリバティブと借入の未実現損益 10 49 (62) 106 69

- 換算損益 (11) (9) 2 (1) (20)

- マクロヘッジスワップの公正評価損益 0.2 0.1 3 7 13

配分可能な利益 (利益 – 調整) 173 214 311 273 190

(百万米ドル) 2019 2018 2017 2016 2015

総務会承認の配分前の利益 174 173 368 161 129

総務会承認の利益配分 (102) (115) (117) (128) (172)

純利益 72 58 251 34 -43
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配分可能利益は、借入及び関連デリバティブの未実現損益並びに換算損益を調整した後の資金
配分前の利益を表す



AfDBグループの信用ポリシーでは、以下2つの基準に基づいて、域内加盟国（RMC: Regional Member Country）のアフリカ開発銀行、アフリカ開
発基金またはその両方への適格性を判断する。
- 1人当たり国民所得が一定基準値以上
- 非譲許的借入に相応しい信用

信用アセスメントに加え、弊行は全アフリカ加盟国について、国際的な大手格付機関に評価されたソブリン格付モデルに基づき、毎年内部格付を行ってい
る。ソブリン格付は年間を通じて継続的にモニターされ、各国のファンダメンタルズに変化がある場合には格付の変更もあり得る。また、これらは行内信用リス
ク委員会のレビューを受け、承認される。

2020年3月時点で、
• ソブリン融資の適格国は17カ国：アルジェリア、アンゴラ、ボツワナ、カーボヴェルデ、コンゴ共、エジプト、赤道ギニア、ガボン、リビア、モーリシャス、モロッ

コ、ナミビア、ナイジェリア、セーシェル、南アフリカ、エスワティニ、チュニジア。ナイジェリアは2014年にブレンド国からAfDBの融資のみを受けられるカテゴ
リーに移行したが、弊行グループ信用ステータス変更がなされる諸国に関する枠組に基づき、5年間の移行期間が設けられている。ナイジェリアは2019
年1月1日以降、ADFからの融資を受けていない。

• AfDB及びADB双方の融資を受けることが可能な「ブレンド国」は5カ国：カメルーン、コートジボワール、ケニア、セネガル、ザンビア。

2014年、弊行はADF適格国の経済開発需要に積極的に対応することを目的として、信用ポリシーに柔軟性をもたせる改訂を行った。この改訂により、こ
のカテゴリーの国々に対し個別事案に応じて、AfDBの公的窓口から革新的プロジェクトに対する資金を提供することができる。AfDBのソブリン融資を受け
るためには以下の基準を満たす必要がある。
(i) IMF/世銀の債務持続性評価（DSA: Debt Sustainability Analysis）が定義する債務困難性に係るリスクが、低程度から中程度の国として

分類されていること
(ii) IMFのDSAが定める非譲許的借入を受ける余裕が当該国にあること
(iii) 当該国のマクロ経済が、特別リスク評価の基準に照らして持続可能な状態であること
(iv) 貸付要請が、域内加盟国のためのリスクアセスメントに基づき、行内の信用リスク委員会から承認を受けること

2020年3月時点で、下記のADF適格国は2014年の信用ポリシー改訂により、AfDBのソブリン融資を受けることが可能：
ベナン、ブルキナファソ、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ。
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リスクから弊行を守るという最も重要な目的のため、弊行の事業には複数の制限が設けられている：

• ノンソブリンの事業はリスク総資本*の45%
• 市場リスク及びオペレーショナル・リスクはリスク総資本の10%

制 限 定 義 比 率

カントリー制限 単一国に割り当てられる総資本額 弊行のリスク資本の15%

セクター制限 単一セクターに割り当てられる総資本額

セクターに関わらず、民間セクターの事業に割り当てられるリ
スク資本の25%
金融サービスセクターは、民間セクターの事業に割り当てられ
るリスク資本の35%

単一ネーム制限
単一カウンターパーティーに割り当てられる
総資本額

民間セクターのリスク資本の6%

資本参加制限 資本参加 リスク総資本の15%

クレジットライン制限 信用供与枠 借り入れる銀行のエクイティの最大50%まで

* リスク資本は、払込済資本及び準備金と定義される。
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適格性は以下の２つの柱に基づく。
• 1人当たりの国民総所得
• 信用度

2020年3月時点のソブリン貸付の適格国は、アルジェリア、アン
ゴラ、ボツワナ、カメルーン、カーボベルデ、コンゴ共、コートジボワー
ル、エジプト、赤道ギニア、ガボン、ケニア、リビア、モーリシャス、モ
ロッコ、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、セーシェル、南アフリカ、エ
スワティニ、チュニジア及びザンビアの22ヵ国。適格国のリストは各
国の状態に応じて定期的に見直され、適格国への追加または
削除は理事会で決定する。

また、弊行は国際的な大手格付機関が認めるソブリン格付けモ
デルに基づき、アフリカ地域の全加盟国の内部格付を毎年実施
している。ソブリン格付は１年を通じてモニターされているが、各
国のファンダメンタルズに変化がある場合には変更することがあり、
その場合には弊行の信用リスク委員会の承認が必要である。

弊行は、54ヵ国の域内加盟国の商業的に有望な民間セクター事
業のみに貸付を実施している。商業的に存立する可能性やリスク
は内部格付モデルに基づいて概算される（内部格付モデルは国
際的な大手格付機関の支援の下、定期的に見直される）。格
付けは毎年最低１回は見直され、積極的な改善策がタイムリーに
実行されるよう継続的にモニタリングされる。

弊行は内部格付が「５」を下回る（国際基準の「B-」に相当）の
プロジェクトには貸付をせず、格付が「５」以上（数字上）の場合
は次の条件を満たす必要がある。
１）臨時理事会の承認、及び
２）限度額は弊行の資本金の10%までであること

また、弊行は単一ネーム・エクスポージャー（リスク資産総額の
6%）及びセクター・エクスポージャー(民間セクター事業に割当てら
れるリスクキャピタルの25～35％）を管理するため、限度額を設
定している。

弊行は、民間セクターの事業に関する事前追加性及び開発成果
の評価 (ADOA)のための枠組みを使用している。設定された基準
となる開発成果指標により、追跡、モニタリング及び事後評価が容
易になる。

公共部門 民間セクター
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AfDBには、関与する分野を決定する際に、10ヵ年戦略の一環として明確な中核的事業優先事項と分野横断的なテーマがある。プロジェクトは、すべて同
一の内部承認プロセスを経る。

1. プロジェクトのコンセプトノートの作成 -プロジェクトのコンセプトノート（PCN）とは、融資を受けるプロジェクトの主な特徴を簡潔かつ分析的に示すため
に作成される文書である。その主たる目的は、プロジェクトの査定及びデュー・デリジェンスを進めるか否かについて、管理職が詳細な情報を得た上で判断
できるようにすることである。PCNの第一段階の審査を担うのは、査読者及び弊行の幅広い関連部署から選りすぐられた専門家から構成されるプロジェク
ト査定チーム（PAT）のメンバーである。PCNは、最終的にカントリーチームによる審査及び検討を経る。カントリーチームは取引が計画性を持っているか、
構造及び方向性が弊行の戦略と開発優先事項に準拠しているかを判断し、プロジェクトが技術的に健全で商業化が可能かを明らかにする。PCNは
（地域責任者が議長を務める）カントリーチームの認可後、最終的な認可を得るために（弊行の副総裁・最高執行責任者が議長を務める）事業
委員会に引き継がれる。ただし、１億UA以上の資金、風評リスク、非常に革新的な計画を含む場合など、特定の状況に対応した一部のプロジェクトの
PCNは、（弊行グループの最高リスク管理責任者が議長を務める）信用リスク委員会による事前の審査を受けなければならない。信用リスク委員会は、
最終的な認可が行われる前に事業委員会に対して信用リスクガバナンス、信用評価及び格付け変更の承認に適用可能な勧告を行う。これに続き、
事業委員会は、事業の技術的詳細を中心にプロジェクト草案を包括的に審査する。この段階で特に重要なのが格付けである。この段階でプロジェクト
が認可された場合、PATは査定及びデュー・デリジェンスを行うためにプロジェクト査定ミッションに移り、その場でプロジェクトを評価する。同時に、弊行のリ
スク管理部が独自のプロジェクト信用評価を行い、サマリー・クレジット・ノートを作成する。

2. プロジェクト査定段階 -デュー・デリジェンスの完了時にプロジェクト査定報告書が作成される。その後、カントリーチームと同等のプロジェクト査定チーム
内で議論される。カントリーチーム内でのプロジェクト査定報告書の議論は、さらなる信用評価に関する勧告を行うために信用リスク委員会が行う審査の
後に行われるものである。カントリーチームによる認可後、プロジェクトは事業委員会に送付され、承認を得るため理事会に提出される。

3. 理事会の承認 -最終承認は理事会の判断に委ねられる。理事会は、プロジェクト査定報告書及びリスク管理部が作成した独立した理事会信用覚
書報告書に基づいて決定する。

承認 （及び融資実行）後も、弊行のリスク管理部が定期的に全てのプロジェクトを評価及び査定を実施し、内部リスクの格付けも定期的に更新される。
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完全フレキシブル ソブリン融資及び
ソブリン保証付融資

ノンソブリン融資

通貨
米ドル、ユーロ、日本円、南アフリカランド及びAfDBが貸付通貨とし
て指定するその他の通貨

米ドル、ユーロ、日本円、南アフリカ・ランド及び弊行が貸付通貨とし
て指定するその他の通貨

満期
最長25年（最長8年の猶予期間） 最長15年（最長5年の猶予期間）。

長期間に及ぶ満期も個別に検討可能。

貸出利率
基準金利（変動又は固定）＋資金調達コストマージン＋貸付ス
プレッド（80bps）+期間プレミアム

基準金利＋貸出金利のマージン

基準金利
変動または固定 変動基準金利、固定基準金利または資金の総原価（現地通貨に

よる貸出向け）

貸付金利の
マージン

AfDBのノンソブリン金利枠組みに沿ったプロジェクト固有の信用リスク
格付けに基づく。マージンには信用リスクプレミアム（不履行確率及
び不履行時損失率から算出）及び集中リスクプレミアムが含まれる。

期間
プレミアム

融資の平均最長満期による（12.75年未満は0bps、12.75年
以上15年未満の平均満期は10bps、15年以上の平均満期は
20bps）

手数料
25bpsのコミットメント・フィー及び25bpsのフロント・エンド・フィー - フロント・エンド・フィー 1%

- アプレイザル・フィー 0～1%
- コミットメント・フィー 0.5～1%

返済条件
猶予期間の満了後、元本の均等払い。
その他の返済条件も検討可能。

猶予期間の満了後、元本の均等払い。
その他の返済条件も検討可能。

オプショ
ナリティ

借り手は基準金利の固定、解除及び再固定が可能。基準金利に
関してはキャップとカラーが利用可能。融資の支出部分及び未支出
部分に関して通貨換算が可能。
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AfDBは、開発効果の諸原則に準拠し、弊行の触媒効果を最大化する適切な運用を選択するため、事前に定義された適格基
準を適用する。

目的：
▪ 出資（Equity Investment）の目的は、弊行への財務リターンに加え下記を促進することにある。(a)生産的事業のローカ

ルオーナーシップ、(b)資源の有効利用、(c)域内の経済協力及び経済統合、(d)国家又はサブリージョナルな経済の多様化
及び近代化の観点から、重要性が増しつつある経済セクターにおける起業リスク負担、(e)アフリカの中・大規模企業の競争力
を強化する手段として、コーポレートガバナンス、経営管理及び企業責任におけるベストプラクティスの基準、(f)社会経済インフ
ラ、製造業、農業ビジネス、食料安全保障及び金融セクターの発展など、経済に極めて重要なセクターへの国内、域内及び
海外からの直接投資の動員。

適格性：
▪ ノンソブリン事業は、弊行の投資先として適格と考えられる域内加盟国で実施可能。
▪ 全ての経済セクター及びサブセクターは弊行の投資先となりうるが、下記は除く。
• アルコール飲料、タバコ及び高級品の生産
• 武器、爆弾及びその他の軍事又は準軍事目的で使用される製品の生産又は取引
• 原子炉とその関連商品、アスベスト繊維並びに有害物質の生産、取引又は使用
• 国際条約（CITES）で規制されている野生生物及び野生生物製品の取引
• プラチナ、真珠、貴石、金及びそれら関連製品の投機売買又は投資
• 賭博、カジノ及び同種の企業
• 管理されていない主な熱帯雨林における伐木機械の使用
• 有害又は搾取的な強制労働及び／又は児童労働を伴う経済活動
• 当該国の法令又は国際条約及び国際合意により違法とみなされる製品の生産もしくは取引又は活動
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戦略上の適合性
ノンソブリン事業は、AfDB（10ヵ年戦略2013-2022と後継のHigh 5s「5つの最優先分野」）、及び域内加盟国（国別戦略報告書と地域
統合戦略報告書）の戦略的方向性や優先順位に適合しなければならない。

信用度
潜在的投資先は、有能な経営陣及び良好なコーポレート・ガバナンスにより運営されなければならない。また当該投資先は、優良な環境及び社
会的責任の実績又は証明力、有望なビジネスモデル並びに現実的な企業戦略を伴い、弊行及び他の投資家への償還に十分な収益をあげる
能力がなければならない。

商業的に存立する可能性 資本参加、配当金の支払及び／または内部留保の良好な見込みがあり、十分な経済的及び財務的投資収益率をあげられなければならない。

投資収益率
単一の投資に対する投資収益及びその株式ポートフォリオの評価において、弊行は投資に関する財務的投資収益率（FRRI: Financial 
Rate of Return on Investment）を算定する。弊行は、将来の投資毎に予想されるFRRIを計算する。かかるFFRIは、同一の投資先に対
してシニアローンを貸し出す際に適用するレートに対して適切なプレミアムでなければならない。

出口戦略 達成可能な「出口戦略」が定められ、他の主要株主が合意する場合にのみ、出資を承認する。

開発成果
弊行は最後の貸し手という立場で、顧客が借り手として合理的とみなされる条件で弊行以外から融資を得られるとの見解である場合には、ノンソ
ブリン事業に融資を提供しない。

AfDBの追加性

弊行の役割が、民間セクターから提供される資金に対して「付加的（additive）」である場合にのみ、弊行は取引に参加する。すなわち、参加
により下記が提供される場合である：(a)政治的リスクの緩和、(b)融資期限の延長及び資本市場の発展促進を含む財政的追加性、並びに、
(c)開発成果の向上。「付加性（additionality）」の評価に際しては、当該事業に弊行の参加がなければ行われなかったであろう追加的な協
調融資動員のてことなり、及び関連する経済セクターに対するその他の投資の呼び水となるという弊行の役割に、特に焦点が当てられる。

投資規模 弊行は投資先企業の経営権を取得することを目的としていないため、資本参加は投資期間を通して企業の総資本の25%までに制限される。

PEファンド
評価は下記の要素に基づき行われる：(a)財務の健全性及びファンドの過去の実績、(b)投資戦略及びリスク管理、(c)産業構造、(d)経営
及びコーポレート・ガバナンス、並びに(e)情報の質。
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(2020年3月31日時点)

連結ポートフォリオ
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ソブリン・ポートフォリオ
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(単位：百万米ドル)

(2020年3月31日時点)

国 現在の残高 未実行残高
名目

エクスポージャー

モロッコ 4,532 1,082 5,614 

チュニジア 3,042 923 3,965 

エジプト 2,948 170 3,117 

アルジェリア 986 - 986 

モーリタニア 95 40 135 

北アフリカ合計 11,603 2,214 13,817

AfDB合計 26,679 11,498 38,177

エクスポージャー比率 43% 19% 36%
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V
他のリージョナルMDB
と同様、AfDBの信用
格付は集中リスクの影

響を受ける

V
最初のEEAはAAA格付け
を受けているIBRD及び

IADBとソブリン集中リスク
を軽減する目的で締結

V
EEAは融資能力及び
自己資本比率を大幅

に改善

2015年、AfDBは、貸借対照表の最適化、ソブリン集中リスクの軽減、及び貸付枠の増加を実現するた
めに融資ポートフォリオのリスク管理を目的に、他の国際開発金融機関(MDBs) –米州開発銀行
(IADB)と国際復興開発銀行(IBRD) -とエクスポージャーの交換に関する契約(EEA: Exposure
Exchange Agreement)を締結した。

EEAは、各国に対して総エクスポージャーの最低50%を保有する各参加MDBとの間で、定義されたソブリ
ン信用エクスポージャー(defined sovereign credit exposure)に関する同様の信用リスクを同時に
交換する内容を含む。ソブリン融資を実行したMDBが引き続き契約上の貸し手となる。

2025年に定額償却を開始し、

2030年に満期

購入／売却された信用保証の

理論値の元本45億米ドル

交換されたエクスポージャーの金額はその時

点で理論上等価であることから、プレミアム

の支払いはない

▪ 売主は、買主が参照ポートフォリオ内の全部又は一部の債権償却又は再編を行う場合、買
主に対して元金支払のみを要求する。

▪ 経験上、MDBsへの滞納金は最終的には必ず清算されるため、MDBsが滞納金を償却する
ことはほとんどない。

▪ 2020年3月31日時点で、このEEAの下で行われた、いかなるエクスポージャーについてもデ
フォルトは発生しておらず、弊行は引き続きそのソブリン融資及び保証に係るエクスポージャー
の全額の回収を見込んでいる。
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公共セクターのエクスポージャーにおいて、優先的に弁済を受ける債権者としての地位(PCS)とは、
ソブリン・デフォルトが発生した場合、一般的に他の債権者に優先して弊行に返済がなされることを
意味する。つまり、PCSでは、デフォルト発生時には弊行が他の債権者よりも優先することになる。
格付機関は、国際開発金融機関(MDBs)の評価に当たり、この特徴を考慮に入れている。

民間セクターのエクスポージャーでは、PCS には別のメリットがある。政府（ソブリン）によって外貨
へのアクセスが制限される場合、格付機関は MDBsに対する返済には当該制限は適用されない
ものとみなす。このことにより、送金及び換算リスクが軽減される。例えば、ある国の債務がデフォル
ト又はデフォルト寸前の場合、民間セクターは外貨へのアクセスを制限されることがあるが、弊行へ
の返済に関してはこの制限は適用されない。
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2020年3月31日時点の不良債権（NPLs: Non-Performing Loans）の比率は3.1%（2019年12月末は2.9%）

引当金の繰入傾向
(単位：百万米ドル) 

不良資産/資産（開発のための融資等残高）

出所: Moody’s Investors Service

(2020年3月31日時点)

国 未払い元本 元本の減損 減損率

ジンバブエ 273,747 105,313 38%

スーダン 76,342 25,548 33%

公共部門合計 350,090 130,861

未払いのソブリン融資合計* 21,063,828

ソブリンNPLs 1.66% 

ノンソブリン融資 (単位：千米ドル)  

ソブリン融資 (単位：千米ドル)  

＊保証を除く (2020年3月31日時点)

セクター 未払い元本 元本の減損 減損率

工業／鉱業 161,763 108,381 67%

マルチセクター 114,368 56,040 49%

運輸 67,811 50,858 75%

金融 60,258 55,437 92%

金融 25,000 1,097 4%

農業 11,102 3,304 30%

運輸 8,882 1,599 18%

金融 7,363 7,363 100%

電力 5,478 5,040 92%

金融 3,799 684 18%

農業 3,499 1,041 30%

工業／鉱業 3,287 1,742 53%

電力 1,487 456 31%

工業／鉱業 944 944 100%

民間セクター合計 475,040 293,986

未払いのノンソブリン融資
合計* 5,614,955

ノンソブリン不良債権 8.46% 

836

709679
764751

575

345

248263
338

280
219

201920182017201620152014

Principal Accum. Provisions
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弊行はこれまで、ソブリン保証付融資を債務償却したことはない。国家のデフォルトは、内乱や異常事態が発生した場合にみ
られることがある。平和と安定が回復すると国家は弊行との関係を再構築し、滞納金を返済するか、または通常は滞納金の清
算のためにドナーから援助を受けることになる。

AfDBのポリシーでは、元本、利息または他の手数料の支払が30日延滞した場合、すべての滞納金が清算されるまで、当該
加盟国又は当該国の公共部門に対する新たな融資について、理事会の承認を得るための手続きを行わず、既に承認されて
いる融資も実行しない。このような国については、未実行のローンにかかる0.5％のコミットメントフィーの免除も適用されなくなる。

AfDBは優先的に弁済を受ける債権者としての地位(PCS)のメリットの恩恵を受けており、かつ、ソブリン債務者の不良債権エ
クスポージャーを厳しくモニターしているものの、いくつかの国は弊行に対する適時の債務返済に困難をきたすことがあった。前述
のとおり、弊行はポートフォリオにおける損失の評価と同等に、ソブリン融資ポートフォリオに係る減損に対する引当を行う。

ノンソブリン融資では債務償却が発生する可能性があり、これについては弊行の営業純利益 （NOI: Net Operating 
Income）によって支弁される。現在に至るまで、ノンソブリン融資の大規模な債務償却は実施されていない。

国際財務報告基準 (IFRS) に則り、弊行は通常債権であるノンソブリン・ポートフォリオに関しては、損失見込みをカバーする
ために一般引当を行うことはない。不良債権ポートフォリオに関しては、 弊行は個々の融資に関する信用減損または発生した
損失の評価に基づき、特定貸倒引当金を繰り入れる。
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脆弱性が全くない国はない。脆弱性とは「制度崩壊、社会崩壊または暴力的紛争のリスクが高
まっている状態」と定義することができる。脆弱性を評価する国際的に合意された枠組みや諸
指標は存在しないが、業務上の目的及び新たな戦略のため、弊行はその脆弱性の程度により国
及び地域を分類している。

国際開発金融機関（MDBs）間で脆弱な状態について調整したリスト；的を絞った
質的な脆弱性評価。領土内での武力衝突の存在。暴力的な政治的・社会的暴動の
存在。

•例として、アフリカ大湖地域及び中部アフリカ地域、アフリカの角、マノ川同
盟、サヘル。

カテゴリー1

•隣接地域からの紛争の飛び火リスク；ガバナンス問題が増加傾向及び／または突
発的に発生。社会・政治不安が持続するリスクが高い。

•政策・制度運営の低下傾向及び／または脆弱性を惹起する重要な非政治的要因の
存在。

カテゴリー 2

•暴力または社会崩壊のリスクが相対的に低い。正統性／包摂的な枠組内で課題に
対処する社会・政治制度の能力が相対的に高い。

カテゴリー 3
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41か国に確固たるプレゼンス。脆弱国にも拡大。

各国独自のニーズ特定に
理想的な立場

より高い効率性 コンテクストの
より深い理解

政策対話の強化
プロジェクト監
理・質・エンゲー
ジメントの改善

融資実行と事業
における調達
プロセスの改善

他の開発パートナー
との緊密な調整

➢ 弊行職員の39%がフィールドオフィスに勤務
➢ プロジェクトの76%をフィールドオフィスから管理

2002 2019

本部

カントリー事務所

地域ハブ

連絡事務所
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社会的包摂性及び環境面での持続可能
な成長を促進するための弊行の戦略の基
盤

リスクの特定、開発コストの低減及びプロ
ジェクトの持続可能性の向上のためのツー

ルとしてのセーフガード

プロジェクトレベルの苦情処理メカニズムを
通じて透明性及びアカウンタビリティの向

上を奨励

統合セーフガードシステムの構造

(OS
)

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

環境・社会的評価

非自発的移住：土地買収、住
民の強制移動及び補償

生物多様性及び生態系に関する
サービス

汚染防止・規制、温室効果ガス、
有害物質及び資源効率

労働条件、健康及び安全対策

統合セーフガード政
策方針

運用上の安全対策

環境及び社会評価
手続きの改訂

統合環境・社会影響
の評価ガイダンスノー
トの改訂

環境面及び社会面での持続可能性並びに
法令の不順守リスクの低減のためのコミット
メントの宣言

弊行のコミットメントにしたがい、運用上の
パラメーターを設定する簡潔かつ明確な
政策綱領

プロジェクト・サイクルの各段階における手続き及び
手順に関するガイダンス

（文書化、分析、見直し、報告）

詳細な統合環境・社会影響評価ガイダンス（方
法論、セクター別、テーマ別）
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＊インテグリティ・リスクとは、プロジェクト及び投資判断における非倫理的行為に起因する悪評を含
む財務上及び非財務上の損失が生じる可能性。

• 2006年に他の国際開発金融機関（MDBs）と共に「不正・汚職の防止及び撲滅に関する統一枠組み（Uniform Framework
for Preventing and Combating Fraud and Corruption）」を採択。これは国際開発金融機関が融資するプロジェクトの開
発効果を上げるために汚職と不正を抑制するための協調戦略である。

• グッド・ガバナンス、倫理的な商慣行の推進、並びに弊行の事業に適用される汚職防止及び透明性に関する国際基準の承認へのコ
ミットメント。

• 組織の株主に対する受託者責任及び法的責任に基づき、経済、効率性及び競争的取引を考慮して、ソブリン保証を得ずに融資さ
れた民間セクターの事業及びその他の事業に関してインテグリティ・デュー・デリジェンス（IDD）を策定。

受益所有者の特定：
受益所有者の身元が確認でき

るまで取引を行わない

民事、刑事及び規制上のバック
グラウンドの評価：インテグリティ
リスクに関連してカウンターパー
ティー及び重要な関連当事者の
刑事、民事及び規制上の背景を
厳密に評価する

制裁措置を受けた個人及び事
業体：カウンターパーティー、重要な
関連当事者又はその受益者のいず
れかがAfDBグループまたは国際金
融機関相互の枠組みで、排除又は
受注資格を停止されているプロジェク
トには融資しない

重要な公的地位を有する者
(PEP: Politically Exposed 
Persons)及びその他の高いリ
スクを伴う関係：プロジェクトに
PEPが関与する場合、標準的な
IDD措置に加え、より厳格な
IDDを実施すること

記録管理：IDDプロセスに関連
する全ての文書及びとられた措置
に関する適切かつ信頼性のある
記録の保存

インテグリティ・リスク*の緩
和：IDDプロセスの基本的な
目的は、インテグリティ・リスクの
特定及び緩和

インテグリティ・リスクの監視及
び特別条項の執行：インテグリ
ティ・リスクの早期警戒の兆候及び
同リスクを示す事象を特定するため、
プロジェクトサイクルを通して効果的
に監視

インテグリティ・デュー・デリジェンス(IDD)に関する指針原則
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採取産業透明性イニシアティブ（EITI: Extractive Industries Transparency Initiative）は、採取産業において透明性の強化によりガバナン
スを促進することを目的とする。石油、ガス、金属及び鉱物などの天然資源は国民の所有物であり、これらの資源の採取は経済成長及び社会発展につ
ながる可能性がある。しかしながら、その不十分な管理のため汚職や紛争を頻繁に招いてきた。国民全てが資源の恩恵を受けるためには、国による天然
資源の管理法の開示性向上が求められる。

各国がEITI基準を実施することにより、石油・ガス及び鉱業会社から政府に支払われた租税その他の支払の開示が確保される。これらの支払がEITI
年次報告書で開示されることで、国民は自国政府の天然資源収入額を知ることができる。

EITIは様々なステークホルダーに多くのメリットをもたらす。EITI実施国にもたらされるメリットとして、政府が透明性の向上に尽力しているという明確なメッ
セージを投資家や国際金融機関に示すことで投資環境が改善することが挙げられる。EITIはまた、説明責任及びグッド・ガバナンスの強化と政治・経済
の安定性向上に資する。これは石油、鉱物及びガスセクターをめぐる紛争の防止にも貢献しうる。

企業及び投資家にもたらされるメリットは、政治的リスクと評判に関するリスクの緩和が中心となる。不透明なガバナンスによる政治不安は、投資にとって
明らかな脅威である。採取産業は投資が資本集約的でかつ収益化するには長期的安定が不可欠なため、かかる政治不安を軽減することは事業にとっ
て有益である。政府への支払に関する透明性はまた、投資が国家に貢献していることの実証にも資する。

市民社会にとってのメリットは、政府が国民を代表して管理する歳入に関して公開情報量が増えることにより、政府の説明責任が向上することである。

弊行はセクター事業にEITI原則を組み込む取り組みを行っている。域内加盟国にEITIプロセスへの参加を促し、適用可能な国に技術的・財政的援
助を行うことで、採取産業における慣行の健全化と持続可能な開発のための天然資源の活用とを支援している。現在までに、中央アフリカ共和国、リベリ
ア及びマダガスカルの3カ国がEITI候補国になることに尽力し、このイニシアティブの順守及び実行に関してリベリア、シエラレオネ、チャド、トーゴ、ギニア及び
マダガスカルなど様々なアフリカ諸国を支援している。
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この資料は、アフリカ開発銀行（以下、「弊行」）が、情報提供目的で作成したものです。この資料に示された意見は、作成時の弊
行の判断を反映したものであり、何らの通知なく変更されることがあります。また、弊行は、いかなる者に対してもこの資料に示された
意見・情報が変更される際に通知する義務を負いません。

弊行は、この資料に含まれる情報の正確性、完全性に関しても、明示または黙示のいかなる表明、保証、確約を行うものではありま
せん。この資料は、弊行のいかなる有価証券の販売または勧誘を目的としたものではありません。個々の投資家の特定の投資目的、
財務状況、ニーズを考慮に入れたものではありません。この資料で言及されている投資額、評価額は変動することがあります。過去の
実績は将来の成果を導くものではなく、また、将来のリターンは保証されているものではありません。本資料を利用することにより生じた
または被ったと主張する、いかなる損失、損害、債務または費用等（無制限の直接、間接、特殊なまたは重大な損害を含む）に対
して、たとえ弊行がその可能性を通知されていたとしても、弊行は一切責任を負いません。

この資料をご覧になる皆様は、この資料の権利が弊行に帰属することを承認されたものとみなします。この資料の全てのコンテンツ
（図、アイコン、資料の全体の概観及び内容を含みますが、これに限るものではありません）は弊行に帰属します。弊行は著作権、
商標およびその他の知的財産権を含むいかなる権利も放棄しておりません。

108


